
　ご意見等をお寄せいただいた方の中から抽選で、今月の「こだわりの逸品」で紹介した事
業所の商品（ガトーショコラ）をプレゼントします。たくさんのご応募、お待ちしております。

読者プレゼント
コーナー

ご紹介します！ご紹介します！

「福祉わかやま」へのご意見、ご感想、今後取り上げたらよいと思うテーマなどお寄せください。

※当選者の発表は、商品の発送をもっ
て代えさせていただきます。
※商品の発送は3月中旬を予定してい
ます。なお、製造元の事業所から直送
させていただく場合があります。予
めご了承ください。
※ご応募に関する個人情報は、抽選及
び発送においてのみ使用し、その他
の目的では使用いたしません。
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下記についてご記入のうえ、
葉書またはFAX、メールでお送りください。 ＜宛先＞社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 総務・資金部 宛

①「福祉わかやま」へのご意見、ご感想等
②住所、氏名、職業、日中連絡のつく電話番号

〒640‒8545 和歌山市手平二丁目1‒2 和歌山ビッグ愛7階
ＦＡＸ：073‒435‒5226
e-mail : washakyo@wakayamakenshakyo.or.jp

締切：平成28年2月29日㈪  当日消印有効

　wakayama＊chocolat 
「toco＊towa（とことわ）」は、ＮＰ
Ｏ法人ジョイ・コムが運営する「就労
継続支援Ａ型事業所」です。ご紹介するこ
だわりの逸品は「チョコレート」です。

チョコレート

Presen
t！

■はじまり
　ＮＰＯ法人ジョイ・コムでは、大手電機メーカーの製造ラインで使用する配線部材の仕入れ、納品、製造ラインで使用す
るハーネスの組立て、その他、介護付有料老人ホームの清掃やベッドメイキングなどを主に行っています。
　利用者さんの職種の選択の幅を拡げるため、平成27年4月、新たにチョコレート専門
店wakayama＊chocolat  「toco＊towa（とことわ）」をオープンしました。
　名前は、「日々の小さな幸せがずっと続くように」という願いを込めて付けました。
　チョコレートは、東京で活躍するシェフ・ショコラティエからチョコレート作りのノウ
ハウを教わり、それを基に商品開発をしています。現在は、発達障がいや、精神障がい
のある５名が働いており、全ての製造工程に携わっています。

■和歌山ならではのチョコレート
　和歌山県は果物が豊富なうえに、様々
な特産品があります。それをカカオ生産
国から届いたピュアチョコレートと合わせ、オリジナルの和歌山チョコレート
を作っています。
　現在販売している１３種類のボンボンショコラのうち、半分以上は和歌山県
内の農家やお店へ出向いて直接交渉して仕入れたものを使用しています。
ショーケースには、県産の柑橘類や湯浅の醤油、有田川町の葡萄山椒、紀州南
高梅などを使った珍しいボンボンショコラが顔を並べています。その他、チョ

コレート菓子も多数取り揃えており、それぞれ厳選した素材を使用しているため、安心してお召し上がりいただけます。
■イートインスペース
　販売スペースの横にはカフェを併設しています。カフェでは、店内で販売しているチョコレートの他、ガトーショコラやカ
ヌレ、ソフトクリーム、パフェなどもお召し上がりいただけます。和歌山の木材をふんだんに使用し、白を基調とした温かみ
のある店内は、チョコレートの甘い香りに包まれ、居心地がよいと大変好評です。
　可愛いチョコレートを眺めるだけでも楽しいですよ。是非、お立ち寄りください。

　今年は「toco＊towa（とことわ）」がオープンして初めてのバレンタインです。バレン
タイン特別商品もご用意しています。大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

NPO法人ジョイ・コム　wakayama＊chocolat 「toco＊towa（とことわ）」

NPO法人ジョイ・コム
wakayama＊chocolat 「toco＊towa」

NPO法人ジョイ・コム
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〒641-0054 和歌山市塩屋４丁目６－５７
TEL：０７３-４４６-２３１１　営業時間：１０：００～１７：００　定休日：水曜日・日曜日

menu

ボンボンショコラ
・・・・・・1個 150～200円
※その他の商品については、
下記連絡先までお問合せく
ださい。
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法人設立６０周年記念誌発行（3種）、5会場で地域シンポジウムを開催しました！

　今年度から本格実施となった生活困窮者
自立支援制度では、支援を通じた地域づくり
「支え、支えられる」「相互に支え合う」をつな
ぐことが始まっている。
　また、介護保険制度の改正における、地域
包括ケアシステム、地域支援事業にみられる

動きは、支え支えられる仕組みを地域にどうつくるかである。
　そして、厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支
え合う地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27
年9月17日）では、縦割りではなく総合的な福祉サービスの方向
性が打ち出されている。
　これらの動きから、「支え、支えられる」「相互に支え合う」仕組

みづくりを地域でどう動かすか、制度の隙間への的確な対応と、
地域での課題発見と課題解決への取組、そのコーディネートが
問われていると考える。

社会福祉法人を取り巻く環境・情勢が変わってきている
　社会福祉法人は、地域を支える使命があり、特に、社会福祉協
議会が中心となり在宅や施設サービスの運営主体も巻き込ん
で地域をつくれないだろうか。
　このめまぐるしい情勢変化を「公助」「共助」「自助」の新しい可
能性があると捉え、当面のゴールである2025年までにみんなで
手をつないで実践していけないか。今回のシンポジウムをきっか
けに、皆さんが一歩進みだすアイデアを見つけていただきたい。

　今日のシンポジウムから、3つの限界と2つ
の可能性をあげる。①民間の限界。連携や協
働を議論する場合、行政や専門職の参画も
必要である。今回は、そこまで踏み込んでい
ない。②対象の限界。事業に来てくれない
人、地域の気になる人をどう巻き込んでいけ
るかという課題が残る。③運営の限界。報告

はすべて自立的した事業であったが、経済的自立ができない事
業は継続できないのか、という問いがある。
　その一方で2つの可能性がある。①日常の延長上の実践であ
れば参加しやすくなる。今日報告された実践は参加のハードル
が低く、より多くの人が参加できる可能性がある。②それぞれの
実践には、今後の展望が見えている。次の展開への可能性が開
かれているといえる。

検証すべきは、地域福祉理論
　理論は抽象度が高く、難しいものであ
る。私は、実践モデルの理論（実践をしてい
くときに、こんな風にされてはどうか）とい
うものは創りだそうとしている。しかし、理
論研究は現場に届きにくい。がゆえに、間

を埋めるチームの研究者がいて、初めて現場が動くと思ってい
る。そういう意味で、多様な実践を検証することが大切である。
そして、多様な活動実践や計画（みんなの合意による取組）か
ら学ばなければならない。

地域包括ケアシステム
　厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支え合う
地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27年9
月17日）について評価すべき点は、子どもから障がい者、高齢
者、生活困窮者も含めてトータルに支援するプランを描いてい
る点である。

　地域でいろんな「自立」を考えながら、その必要性を地域住
民と合意のために対話しながら、計画的に参加型で、評価しな
がら（当事者や地域住民にとっていい方向なのかどうか）やって
いくことが必要になってきた。

一人の不幸も見逃さない
～滋賀の縁（えにし）創造実践センターからの学び～

　様々な団体の参画と協働による取組と地域で実践を創る取
組である。やるときはみんなで力を合わせないとできない。助
けられたり助けるということを自分の中に落としていくことが
とても大事だと思う。協働をめぐって実践はもちろん、理論を学
びながら、一歩踏み出すことをお互いがやっていく時代、それ
が今日的な時代である。失敗した時は、反省し、修正したらよ
い。今日的な課題の解決は難しい。恥ずかしがらずSOSが言え
る文化を作りだし、早期発見・早期対応をしていくことをチーム
で持ってやっていかなければならない。

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 法人設立60周年記念
近畿地域福祉学会 平成27年度大会開催
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「今あらためて、『社会的孤立』から生じる生活課題解決への取組を考える
　　　　　 ～すべての人がその人らしく生きるために、私たちにできること～」

たすけられ上手 たすけ上手に 生きる
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日本地域福祉学会会長 同志社大学大学院 社会学研究科 教授　上野谷加代子氏
うえのや か よ こ

「地域のみなさまと共にあゆむ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人喜成会 地域交流センター センター長　寺井　政子氏
きっかけ／開かれた施設をめざし、昭和５５年に施設内の浴場を無料で開放し、入浴サービス利用を紹介しなが

ら戸別訪問を行ったが、まだまだ介護サービスを利用するという感覚は住民の中に無かった。施設が周
辺に住民に知られていないのではないかと思い、施設理解と介護を知ってもらうために介護教室を始
めた。平成７年には、施設近隣のスーパーの一角を借りて出張介護相談を行い、平成８年には高齢者
の外出支援として施設の送迎車両を利用しバスツアーを始めた（現在の地域交流活動）。

活動内容／現在、地域活動の３本柱として地域交流活動、ふれあいサロン、介護教室・ふれあい食事会を実施している。

「来る人ももてなす人も『ほっこりさん』」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動法人 WACわかやま 理事長　中村　富子氏
きっかけ／WACわかやまの子育て支援事業で取組んでいたメンバーの高齢化が進み託児が難しくなってきた。

そのメンバーの居場所として、保育ルームで月１～２日持ち寄りランチや手芸等をして楽しんでいた。
近隣の方に参加を呼びかけしたが、場所が保育ルームでは参加が難しいと思い、誰でも参加できる居
場所として、美園商店街の一店舗で活動を始めた。

活動内容／居場所づくり（「食」を連動させる…ランチやお弁当の販売、配食サービス）、人づくり（助け合い活動に
活かせる人材育成講座の開催）、ものづくり（手作り商品の販売）

農福連携の取組から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人 みなべ町社会福祉協議会 事務局長　川口富士夫氏
きっかけ／入退院の繰り返し、専門職も医療機関も支援困難であり、地域からも孤立していたアルコール依存症

の人の「地域で暮らしたい」という思いを受け止め、在宅生活継続のためにデイサービスやホームヘル
プ、金銭管理サービスを利用しながら伴走支援を行っていた。支援する中で、居場所が必要と感じたこ
とから、「福祉農園」で、職員と共に農作業をする活動を始めた。

活動内容／耕作放棄地等を探し、地元の支援者（農業経験者）の協力を得て、野菜や農作物を栽培して居場所作
りをしている。また、できた野菜の販路を拡大中である。

パネルディスカッション

パネルディスカッション

今あらためて、「社会的孤立」から生じる生活課題解決への取組を考える

　県内市町村社協との共催により５市町（橋本市、新宮市、御坊市、田辺市、白浜町）で地域シンポジウムを開催しました。

10月17日／橋本市10月17日／橋本市 8月9日／白浜町8月9日／白浜町

60年間の活動を振り返り、今後を展望するものとして
記念誌や方針集を発行しました。

11月14日／新宮市
11月14日／新宮市

11月20日／御坊市11月20日／御坊市

市町村社会福祉協議会会
長による地域福祉活動推
進方針集（今後の方針と成
果等のまとめを掲載）

生活福祉資金貸付事業
60年の歩みとこれから（地
域における役割・意義、事例
等を掲載）

社会福祉法人和歌山県社
会福祉協議会法人設立
60周年記念誌

法人設立60周年を迎え感謝の意を表し、羽ばた
く60羽の鶴がお出迎えしました！（平成27年12月
19日、近畿地域福祉学会平成27年度大会にて）

社会福祉協議会に期待することは、新たな「協働」を
築くコーディネーター役
市町村社会福祉協議会会長会議を開催（12月19日）
　「市町村社会福祉協議会への期待」と題して大阪大学
大学院 人間科学研究科 斉藤弥生教授からご講演をい
ただきました。地域福祉と高齢者介護の視点から、改め
て地域で「要支援者」を支えるための「しくみ」を組み立て
るコーディネーターとしての役割が社会福祉協議会に求
められていることを確認しました。
　また、県内の市町村社会福祉協議会の会長が一堂に
会するこの機会に、長年にわたり福祉巡回車両を寄贈い
ただいている一般社団法人生命保険協会和歌山県協会
様へ和歌山県市町村社協連絡協議会会長より感謝状を
贈呈しました。

さいとう やよい

12月5日／田辺市12月5日／田辺市

てらい まさこ

なかむら とみこ

かわぐちふじお

　去る12月19日、和歌山ビッグ愛（和歌山市）を会場に、近畿地域
福祉学会　平成27年度大会が開催されました。
　6年前に和歌山県で開催された本学会大会では、「社会的孤立」
から生じる生活課題への取組をテーマに住民主体の可能性や方
向性を探り考察を深めました。今回はそのことを踏まえ、今あらた
めて社会福祉法人、市民活動団体、社会福祉協議会のそれぞれの
地域福祉実践を通じて、すべての人がその人らしい生き方を可能

とする地域包括型の地域づくりについて考察しました。この大会
は、和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年として、近畿各府県
と和歌山県内から300名を超える参加をいただき盛会裏に終了し
ました。
　午前中のプログラムでは、地域福祉における近畿の研究者や実
践者（12名）からそれぞれ研究発表・実践報告が3会場に分かれて
行われました。午後は、記念講演とパネルディスカッションでした。

地域に対する課題解決への期待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和歌山大学 経済学部 准教授　金川めぐみ氏

３つの限界と２つの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪府立大学 人間社会学研究科 教授　小野　達也氏
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法人設立６０周年記念誌発行（3種）、5会場で地域シンポジウムを開催しました！

　今年度から本格実施となった生活困窮者
自立支援制度では、支援を通じた地域づくり
「支え、支えられる」「相互に支え合う」をつな
ぐことが始まっている。
　また、介護保険制度の改正における、地域
包括ケアシステム、地域支援事業にみられる

動きは、支え支えられる仕組みを地域にどうつくるかである。
　そして、厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支
え合う地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27
年9月17日）では、縦割りではなく総合的な福祉サービスの方向
性が打ち出されている。
　これらの動きから、「支え、支えられる」「相互に支え合う」仕組

みづくりを地域でどう動かすか、制度の隙間への的確な対応と、
地域での課題発見と課題解決への取組、そのコーディネートが
問われていると考える。

社会福祉法人を取り巻く環境・情勢が変わってきている
　社会福祉法人は、地域を支える使命があり、特に、社会福祉協
議会が中心となり在宅や施設サービスの運営主体も巻き込ん
で地域をつくれないだろうか。
　このめまぐるしい情勢変化を「公助」「共助」「自助」の新しい可
能性があると捉え、当面のゴールである2025年までにみんなで
手をつないで実践していけないか。今回のシンポジウムをきっか
けに、皆さんが一歩進みだすアイデアを見つけていただきたい。

　今日のシンポジウムから、3つの限界と2つ
の可能性をあげる。①民間の限界。連携や協
働を議論する場合、行政や専門職の参画も
必要である。今回は、そこまで踏み込んでい
ない。②対象の限界。事業に来てくれない
人、地域の気になる人をどう巻き込んでいけ
るかという課題が残る。③運営の限界。報告

はすべて自立的した事業であったが、経済的自立ができない事
業は継続できないのか、という問いがある。
　その一方で2つの可能性がある。①日常の延長上の実践であ
れば参加しやすくなる。今日報告された実践は参加のハードル
が低く、より多くの人が参加できる可能性がある。②それぞれの
実践には、今後の展望が見えている。次の展開への可能性が開
かれているといえる。

検証すべきは、地域福祉理論
　理論は抽象度が高く、難しいものであ
る。私は、実践モデルの理論（実践をしてい
くときに、こんな風にされてはどうか）とい
うものは創りだそうとしている。しかし、理
論研究は現場に届きにくい。がゆえに、間

を埋めるチームの研究者がいて、初めて現場が動くと思ってい
る。そういう意味で、多様な実践を検証することが大切である。
そして、多様な活動実践や計画（みんなの合意による取組）か
ら学ばなければならない。

地域包括ケアシステム
　厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支え合う
地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27年9
月17日）について評価すべき点は、子どもから障がい者、高齢
者、生活困窮者も含めてトータルに支援するプランを描いてい
る点である。

　地域でいろんな「自立」を考えながら、その必要性を地域住
民と合意のために対話しながら、計画的に参加型で、評価しな
がら（当事者や地域住民にとっていい方向なのかどうか）やって
いくことが必要になってきた。

一人の不幸も見逃さない
～滋賀の縁（えにし）創造実践センターからの学び～

　様々な団体の参画と協働による取組と地域で実践を創る取
組である。やるときはみんなで力を合わせないとできない。助
けられたり助けるということを自分の中に落としていくことが
とても大事だと思う。協働をめぐって実践はもちろん、理論を学
びながら、一歩踏み出すことをお互いがやっていく時代、それ
が今日的な時代である。失敗した時は、反省し、修正したらよ
い。今日的な課題の解決は難しい。恥ずかしがらずSOSが言え
る文化を作りだし、早期発見・早期対応をしていくことをチーム
で持ってやっていかなければならない。

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 法人設立60周年記念
近畿地域福祉学会 平成27年度大会開催

記念講演
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「今あらためて、『社会的孤立』から生じる生活課題解決への取組を考える
　　　　　 ～すべての人がその人らしく生きるために、私たちにできること～」

たすけられ上手 たすけ上手に 生きる

お の たつや

コ
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タ
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かながわ

日本地域福祉学会会長 同志社大学大学院 社会学研究科 教授　上野谷加代子氏
うえのや か よ こ

「地域のみなさまと共にあゆむ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人喜成会 地域交流センター センター長　寺井　政子氏
きっかけ／開かれた施設をめざし、昭和５５年に施設内の浴場を無料で開放し、入浴サービス利用を紹介しなが

ら戸別訪問を行ったが、まだまだ介護サービスを利用するという感覚は住民の中に無かった。施設が周
辺に住民に知られていないのではないかと思い、施設理解と介護を知ってもらうために介護教室を始
めた。平成７年には、施設近隣のスーパーの一角を借りて出張介護相談を行い、平成８年には高齢者
の外出支援として施設の送迎車両を利用しバスツアーを始めた（現在の地域交流活動）。

活動内容／現在、地域活動の３本柱として地域交流活動、ふれあいサロン、介護教室・ふれあい食事会を実施している。

「来る人ももてなす人も『ほっこりさん』」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動法人 WACわかやま 理事長　中村　富子氏
きっかけ／WACわかやまの子育て支援事業で取組んでいたメンバーの高齢化が進み託児が難しくなってきた。

そのメンバーの居場所として、保育ルームで月１～２日持ち寄りランチや手芸等をして楽しんでいた。
近隣の方に参加を呼びかけしたが、場所が保育ルームでは参加が難しいと思い、誰でも参加できる居
場所として、美園商店街の一店舗で活動を始めた。

活動内容／居場所づくり（「食」を連動させる…ランチやお弁当の販売、配食サービス）、人づくり（助け合い活動に
活かせる人材育成講座の開催）、ものづくり（手作り商品の販売）

農福連携の取組から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人 みなべ町社会福祉協議会 事務局長　川口富士夫氏
きっかけ／入退院の繰り返し、専門職も医療機関も支援困難であり、地域からも孤立していたアルコール依存症

の人の「地域で暮らしたい」という思いを受け止め、在宅生活継続のためにデイサービスやホームヘル
プ、金銭管理サービスを利用しながら伴走支援を行っていた。支援する中で、居場所が必要と感じたこ
とから、「福祉農園」で、職員と共に農作業をする活動を始めた。

活動内容／耕作放棄地等を探し、地元の支援者（農業経験者）の協力を得て、野菜や農作物を栽培して居場所作
りをしている。また、できた野菜の販路を拡大中である。

パネルディスカッション

パネルディスカッション

今あらためて、「社会的孤立」から生じる生活課題解決への取組を考える

　県内市町村社協との共催により５市町（橋本市、新宮市、御坊市、田辺市、白浜町）で地域シンポジウムを開催しました。

10月17日／橋本市10月17日／橋本市 8月9日／白浜町8月9日／白浜町

60年間の活動を振り返り、今後を展望するものとして
記念誌や方針集を発行しました。

11月14日／新宮市
11月14日／新宮市

11月20日／御坊市11月20日／御坊市

市町村社会福祉協議会会
長による地域福祉活動推
進方針集（今後の方針と成
果等のまとめを掲載）

生活福祉資金貸付事業
60年の歩みとこれから（地
域における役割・意義、事例
等を掲載）

社会福祉法人和歌山県社
会福祉協議会法人設立
60周年記念誌

法人設立60周年を迎え感謝の意を表し、羽ばた
く60羽の鶴がお出迎えしました！（平成27年12月
19日、近畿地域福祉学会平成27年度大会にて）

社会福祉協議会に期待することは、新たな「協働」を
築くコーディネーター役
市町村社会福祉協議会会長会議を開催（12月19日）
　「市町村社会福祉協議会への期待」と題して大阪大学
大学院 人間科学研究科 斉藤弥生教授からご講演をい
ただきました。地域福祉と高齢者介護の視点から、改め
て地域で「要支援者」を支えるための「しくみ」を組み立て
るコーディネーターとしての役割が社会福祉協議会に求
められていることを確認しました。
　また、県内の市町村社会福祉協議会の会長が一堂に
会するこの機会に、長年にわたり福祉巡回車両を寄贈い
ただいている一般社団法人生命保険協会和歌山県協会
様へ和歌山県市町村社協連絡協議会会長より感謝状を
贈呈しました。

さいとう やよい

12月5日／田辺市12月5日／田辺市

てらい まさこ

なかむら とみこ

かわぐちふじお

　去る12月19日、和歌山ビッグ愛（和歌山市）を会場に、近畿地域
福祉学会　平成27年度大会が開催されました。
　6年前に和歌山県で開催された本学会大会では、「社会的孤立」
から生じる生活課題への取組をテーマに住民主体の可能性や方
向性を探り考察を深めました。今回はそのことを踏まえ、今あらた
めて社会福祉法人、市民活動団体、社会福祉協議会のそれぞれの
地域福祉実践を通じて、すべての人がその人らしい生き方を可能

とする地域包括型の地域づくりについて考察しました。この大会
は、和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年として、近畿各府県
と和歌山県内から300名を超える参加をいただき盛会裏に終了し
ました。
　午前中のプログラムでは、地域福祉における近畿の研究者や実
践者（12名）からそれぞれ研究発表・実践報告が3会場に分かれて
行われました。午後は、記念講演とパネルディスカッションでした。

地域に対する課題解決への期待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和歌山大学 経済学部 准教授　金川めぐみ氏

３つの限界と２つの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪府立大学 人間社会学研究科 教授　小野　達也氏
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地域福祉活動地域福祉活動
紹介シリーズ紹介シリーズ

vol.107

県災害ボランティアセンター県災害ボランティアセンター 活活 動動 情情 報報

いもと ひでゆき

①見守り活動
　　町社会福祉協議会の配食サービスや訪問介護サービス等も見守
りにつながっていますが、見守り活動が一番必要だと思っています。
　　小さな町なので、民生委員は大体の地域住民の顔を知ってい
ますが、町外から移住してきた方もいますので、気を配っていま
す。特に子どもの見守りについては、次の3つの活動をしています。

②子どもの見守り
　　故郷を大切に思う気持ちを育てたいという思いで取り組んで
います。

　1赤ちゃん訪問
　　山内（※1）では、子どもが増えてきています。女性の民生委員

や児童委員から見守りが必要ではないかとの提案があり、新生
児のいるお宅を訪問しています。

　2登下校時の児童の見守り
　　登下校時に子ども達の交通安全を確保するため交差点等に立
ち、見守りをしています。

　3夏休みの子どもを守る運動
　　夜間（20時半～22時半）に、学校の先生や関係者と役割分担し
て、山内を歩いて見回っています。30年以上も続く活動です。

※１　山内とは、高野町の中心地で真言密教の一大道場である東
西約6キロ・南北約3キロの山で囲まれた平地をさします。

民生委員・児童委員の
活動紹介⑧

人と人とのつながりを大事に 高野町民生児童委員協議会 ［取材日／平成27年8月20日］
高野町民生児童委員協議会会長の内海照隆さんに協議会の主な活動について伺いました

ボランティアグループ みつや会（美浜町）

　平成９年に男性3名（会名は3本の矢に由来）で発足し、現
在、会員の44名は半数以上が64歳以上で、これまで培った経
験や資格、ノウハウを持ちより積極的に活動しています。町の
機能訓練事業の送迎介助ボランティアとして発足し、その後、
美浜町社協のデイサービスへと活動場所を移して介助ボラン
ティアや、給食サービスの配達、清掃活動、海岸や松林の環境
美化活動と活動を広めてきました。私が会に入ったのは定年

　年々県内の高齢化（平成27年1月1日現在、65歳以上の高齢人口比率
29.5％）が進み、美浜町でも約３人に1人が高齢者です。
　高齢者のみの世帯や、独居世帯、昼間は高齢者のみとなる世帯が多い
ため、会では美浜町社協の高齢者を対象とした給食サービス（毎週月～
金曜日）の弁当を会員が交替で配達し、高齢者の見守りを行っています。

■キーワードその１ “男性の地域デビュー”

■キーワードその３ “いきがい”

■キーワードその２ “みまもり”

退職後の男性が地域に社会参加するにあたり、なかなか積極
的にとはいかない方も多いのではないでしょうか。そのような中、美浜町
を拠点とする「みつや会」は、男性が多く活動するボランティアグループです。近年、高齢者の
「社会的孤立」や「孤独死」の問題がクローズアップされる中、住民同士がつながり、安心して
暮らせる見守り支援活動に注目が集まっています。今回は、「みつや会」の井本秀之会長にお
話しを伺い、活動のキーワードを探ってみました。

いきいきサロン　三尾風速荘　2015年3月19日

●ボランティアグループ 「みつや会」 TEL: 0738－23―5393（美浜町社会福祉協議会）

地域で
輝く～男性ボランティアの頑張り見せます～

（取材内容の詳細は、県社協ホームページよりご覧いただけます。）

高齢者の見守り(給食サービス)・
地域巡回いきいきサロン事業(演芸)

うつみしょうりゅう

　近畿地域福祉学会平成27年度大会（和歌山大会）の開催に併せ、就労継続支
援事業所等の「こだわりの逸品」販売コーナーを設けました。
　右記11団体からパン、菓子、雑貨類などが出品され、同大会の参加者を中心に
近隣住民の方等、多くの方に来場頂き、商品は完売となりました。
　販売コーナーの開催にあたっては、市町村社会福祉協議会から各地の特産物
をご提供頂き、購入特典とさせていただきました。皆様の御協力、ありがとうござ
いました。

「こだわりの逸品販売コーナー」を同時開催！ 出
店
団
体

退職後、知人に声を掛けられたのがきっかけでした。男性が
多く、忘年会や小旅行といった会員同士の交流も楽しみで
す。無理強いや拘束することなく、自分の得意なことを自由
に参加できることが会の長続きの秘訣だと思います。特に男
性の方には、自分で一歩踏み出す勇気を持って、活動に参加し
てほしいです。

　いろいろな活動の中、特に心に残っているのは、昨年実施し
た地域巡回いきいきサロン事業での演芸です。町内13ヵ所で
開催している高齢者サロンを回り、男装や女装で寸劇や踊りを
披露し、最後に百歳音頭を全員で踊り大好評を得ました。出し
物は自分達で一から手作りし、3ヵ月間練習する等、大変でした

が、何よりもみんなが笑顔で喜んでくれることが、お互いの生
きがいに繋がったと感じました。会は18年間続いています。元
気で地道にこつこつと、一日でも長く活動出来ればと思ってい
ます。

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年記念近畿地域福祉学会 平成27年度大会開催
（福）いこい つむぎ共同作業所、（福）山水会 三幸園、（福）一峰会 ぱん工房かたつむり、おかし工房桜和、
（福）一麦会 くろしお作業所、（福）太陽福祉会 太陽作業所、（福）なかよし福祉会 なかよし作業所、
（福）きのかわ福祉会 きのかわ共同作業所、
（福）有田つくし福祉会 つくし共同作業所、（福）みなべ町社会福祉協議会、
（NPO）エルシティオ共同作業所エルシティオ

（福）新宮市社会福祉協議会、（福）紀美野町社会福祉協議会
（福）北山村社会福祉協議会、（福）和歌山県社会福祉協議会
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供 
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　ボランティアによる多様な活動は、被災された方々の生活再建や地域の復旧・復興に、大きな力となります。こ
の研修では、これまでの災害からの学びや気づき、課題を共有し、ボランティア活動を主体的に行うために必要と
される視点や、被災者支援にあたり心がける事柄を考え、防災に対するボランティア一人ひとりの力量と関心を高
めるとともに、災害時にも助けあえる仲間の輪を広げ、ともに支え合う地域づくりを推進するために実施します。

介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）への苦情事例からその対応に
ついて考察します。

事 

例

日 程

場 所
対 象
参 加 費
参加申込み

【１日目】3月11日㊎ 10：00～16：00　※受付9:30から
【２日目】3月12日㊏ 10：00～14：00（予定）
和歌山ビッグ愛12階［1201・1202］
災害ボランティア登録者及び災害ボランティア活動に関心のある方
無　料
下記の宛先まで【お名前（ふりかな）、ご連絡先、ご住所】を記載の上、メール又はFAXでお申込みください。
※1日のみのご参加もOK！　※参加のお申し込みは、研修前日（3月10日㊍）まで受け付けます。　※参加者には修了証をお渡しいたします。

■災害ボランティア活動研修■災害ボランティア活動研修

　県内各地で、「防災とボランティア」に関する訓練や研修会
が実施されています。
　災害時には地域の福祉力や課題が表面化します。平時か
ら「つながり」や「関わり」、「助け合い」を備えとして強化する
ことが訓練・研修を行う目的です。お近くの方や関心のある
方は、この機会に是非ご参加ください。
（※詳細は実施の市町村社協にご確認ください。）

■訓練・研修情報■訓練・研修情報

県災害ボランティアセンター  〒640-8545 和歌山市手平2-1-2（和歌山ビッグ愛7階）
TEL：073-435-5220　FAX：073-435-5221　Mail：waken-vc@shakyo.comお問合せ先

実施社協

白 浜 町

紀の川市

海 南 市

新 宮 市

開 催 日

2月 13日㊏

3月 5日㊏

3月 6日㊐

3月 27日㊐

県福祉サービス運営適正化委員会　TEL： 073-435-5527　FAX： 073-435-5584

初期対応
○入所者Aから職員C（苦情受付担当者）に話があった。CはA
に、事実確認することを伝え、謝罪した。

○Cは職員D（苦情受付責任者）に伝え、DからヘルパーＢに話
を聞くことにした。

対応経過
○ヘルパーBは「ナースコールと同じ時間に他入居者が急変し
忙しかったため、後で部屋を訪問するつもりでナースコール
を切った」「夜間なのでナースコールで話をするとうるさい
と思った」とのことだった。

解決結果
○職員ＤからヘルパーBに「忙しくて訪問できない場合でも、
ナースコールには必ず返答し、状況を確認した後、待ってい
ただく旨お願いするように」指導した。また、他のヘルパー
等にも同様の指導をすることとした。

○Ｄから入居者Aに、Bに指導した内容と他のスタッフ等にも

入居者Aが夜間に介護を求めてナースコールを鳴らしたが、ヘルパーBは、Aのナースコールに応答しなかっ
た。Aが4回程ナースコールを鳴らした後、BはAの元に来たが、その際「何度も鳴らさなくても来ます」と言った。

同様の指導を行う旨伝え、「他にまた何かあればすぐに連絡
ください」と伝えた。

フォローアップ
○その後、問題は生じていない。

事例分析
○本事例は入居者Aに対するヘルパーBの対応によるものだ
が、Aからの苦情を受け、すぐにＢに事情を聞き、指導する
等、施設として対応している。

今後の課題・まとめ
○入居者Aからのナースコールが重篤な場合もあるので、勝手
な判断で一方的にナースコールに応答しないことは問題で
あると思われる。

○職員がすみやかにヘルパーBに事情を聞き、指導した上でさ
らに、他のヘルパーにも同様の指導したことで、同じような
問題が起きないように改善できた。
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地域福祉活動地域福祉活動
紹介シリーズ紹介シリーズ

vol.107

県災害ボランティアセンター県災害ボランティアセンター 活活 動動 情情 報報

いもと ひでゆき

①見守り活動
　　町社会福祉協議会の配食サービスや訪問介護サービス等も見守
りにつながっていますが、見守り活動が一番必要だと思っています。
　　小さな町なので、民生委員は大体の地域住民の顔を知ってい
ますが、町外から移住してきた方もいますので、気を配っていま
す。特に子どもの見守りについては、次の3つの活動をしています。
②子どもの見守り
　　故郷を大切に思う気持ちを育てたいという思いで取り組んで
います。
　1赤ちゃん訪問
　　山内（※1）では、子どもが増えてきています。女性の民生委員

や児童委員から見守りが必要ではないかとの提案があり、新生
児のいるお宅を訪問しています。

　2登下校時の児童の見守り
　　登下校時に子ども達の交通安全を確保するため交差点等に立
ち、見守りをしています。

　3夏休みの子どもを守る運動
　　夜間（20時半～22時半）に、学校の先生や関係者と役割分担し
て、山内を歩いて見回っています。30年以上も続く活動です。

※１　山内とは、高野町の中心地で真言密教の一大道場である東
西約6キロ・南北約3キロの山で囲まれた平地をさします。

民生委員・児童委員の
活動紹介⑧

人と人とのつながりを大事に 高野町民生児童委員協議会 ［取材日／平成27年8月20日］
高野町民生児童委員協議会会長の内海照隆さんに協議会の主な活動について伺いました

ボランティアグループ みつや会（美浜町）

　平成９年に男性3名（会名は3本の矢に由来）で発足し、現
在、会員の44名は半数以上が64歳以上で、これまで培った経
験や資格、ノウハウを持ちより積極的に活動しています。町の
機能訓練事業の送迎介助ボランティアとして発足し、その後、
美浜町社協のデイサービスへと活動場所を移して介助ボラン
ティアや、給食サービスの配達、清掃活動、海岸や松林の環境
美化活動と活動を広めてきました。私が会に入ったのは定年

　年々県内の高齢化（平成27年1月1日現在、65歳以上の高齢人口比率
29.5％）が進み、美浜町でも約３人に1人が高齢者です。
　高齢者のみの世帯や、独居世帯、昼間は高齢者のみとなる世帯が多い
ため、会では美浜町社協の高齢者を対象とした給食サービス（毎週月～
金曜日）の弁当を会員が交替で配達し、高齢者の見守りを行っています。

■キーワードその１ “男性の地域デビュー”

■キーワードその３ “いきがい”

■キーワードその２ “みまもり”

退職後の男性が地域に社会参加するにあたり、なかなか積極
的にとはいかない方も多いのではないでしょうか。そのような中、美浜町
を拠点とする「みつや会」は、男性が多く活動するボランティアグループです。近年、高齢者の
「社会的孤立」や「孤独死」の問題がクローズアップされる中、住民同士がつながり、安心して
暮らせる見守り支援活動に注目が集まっています。今回は、「みつや会」の井本秀之会長にお
話しを伺い、活動のキーワードを探ってみました。

いきいきサロン　三尾風速荘　2015年3月19日

●ボランティアグループ 「みつや会」 TEL: 0738－23―5393（美浜町社会福祉協議会）

地域で
輝く～男性ボランティアの頑張り見せます～

（取材内容の詳細は、県社協ホームページよりご覧いただけます。）

高齢者の見守り(給食サービス)・
地域巡回いきいきサロン事業(演芸)

うつみしょうりゅう

　近畿地域福祉学会平成27年度大会（和歌山大会）の開催に併せ、就労継続支
援事業所等の「こだわりの逸品」販売コーナーを設けました。
　右記11団体からパン、菓子、雑貨類などが出品され、同大会の参加者を中心に
近隣住民の方等、多くの方に来場頂き、商品は完売となりました。
　販売コーナーの開催にあたっては、市町村社会福祉協議会から各地の特産物
をご提供頂き、購入特典とさせていただきました。皆様の御協力、ありがとうござ
いました。

「こだわりの逸品販売コーナー」を同時開催！ 出
店
団
体

退職後、知人に声を掛けられたのがきっかけでした。男性が
多く、忘年会や小旅行といった会員同士の交流も楽しみで
す。無理強いや拘束することなく、自分の得意なことを自由
に参加できることが会の長続きの秘訣だと思います。特に男
性の方には、自分で一歩踏み出す勇気を持って、活動に参加し
てほしいです。

　いろいろな活動の中、特に心に残っているのは、昨年実施し
た地域巡回いきいきサロン事業での演芸です。町内13ヵ所で
開催している高齢者サロンを回り、男装や女装で寸劇や踊りを
披露し、最後に百歳音頭を全員で踊り大好評を得ました。出し
物は自分達で一から手作りし、3ヵ月間練習する等、大変でした

が、何よりもみんなが笑顔で喜んでくれることが、お互いの生
きがいに繋がったと感じました。会は18年間続いています。元
気で地道にこつこつと、一日でも長く活動出来ればと思ってい
ます。

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年記念近畿地域福祉学会 平成27年度大会開催
（福）いこい つむぎ共同作業所、（福）山水会 三幸園、（福）一峰会 ぱん工房かたつむり、おかし工房桜和、
（福）一麦会 くろしお作業所、（福）太陽福祉会 太陽作業所、（福）なかよし福祉会 なかよし作業所、
（福）きのかわ福祉会 きのかわ共同作業所、
（福）有田つくし福祉会 つくし共同作業所、（福）みなべ町社会福祉協議会、
（NPO）エルシティオ共同作業所エルシティオ

（福）新宮市社会福祉協議会、（福）紀美野町社会福祉協議会
（福）北山村社会福祉協議会、（福）和歌山県社会福祉協議会

購
入
特
典

提 

供 

元

　ボランティアによる多様な活動は、被災された方々の生活再建や地域の復旧・復興に、大きな力となります。こ
の研修では、これまでの災害からの学びや気づき、課題を共有し、ボランティア活動を主体的に行うために必要と
される視点や、被災者支援にあたり心がける事柄を考え、防災に対するボランティア一人ひとりの力量と関心を高
めるとともに、災害時にも助けあえる仲間の輪を広げ、ともに支え合う地域づくりを推進するために実施します。

介護付き有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護）への苦情事例からその対応に
ついて考察します。

事 

例

日 程

場 所
対 象
参 加 費
参加申込み

【１日目】3月11日㊎ 10：00～16：00　※受付9:30から
【２日目】3月12日㊏ 10：00～14：00（予定）
和歌山ビッグ愛12階［1201・1202］
災害ボランティア登録者及び災害ボランティア活動に関心のある方
無　料
下記の宛先まで【お名前（ふりかな）、ご連絡先、ご住所】を記載の上、メール又はFAXでお申込みください。
※1日のみのご参加もOK！　※参加のお申し込みは、研修前日（3月10日㊍）まで受け付けます。　※参加者には修了証をお渡しいたします。

■災害ボランティア活動研修■災害ボランティア活動研修

　県内各地で、「防災とボランティア」に関する訓練や研修会
が実施されています。
　災害時には地域の福祉力や課題が表面化します。平時か
ら「つながり」や「関わり」、「助け合い」を備えとして強化する
ことが訓練・研修を行う目的です。お近くの方や関心のある
方は、この機会に是非ご参加ください。
（※詳細は実施の市町村社協にご確認ください。）

■訓練・研修情報■訓練・研修情報

県災害ボランティアセンター  〒640-8545 和歌山市手平2-1-2（和歌山ビッグ愛7階）
TEL：073-435-5220　FAX：073-435-5221　Mail：waken-vc@shakyo.comお問合せ先

実施社協

白 浜 町

紀の川市

海 南 市

新 宮 市

開 催 日

2月 13日㊏

3月 5日㊏

3月 6日㊐

3月 27日㊐

県福祉サービス運営適正化委員会　TEL： 073-435-5527　FAX： 073-435-5584

初期対応
○入所者Aから職員C（苦情受付担当者）に話があった。CはA
に、事実確認することを伝え、謝罪した。

○Cは職員D（苦情受付責任者）に伝え、DからヘルパーＢに話
を聞くことにした。

対応経過
○ヘルパーBは「ナースコールと同じ時間に他入居者が急変し
忙しかったため、後で部屋を訪問するつもりでナースコール
を切った」「夜間なのでナースコールで話をするとうるさい
と思った」とのことだった。

解決結果
○職員ＤからヘルパーBに「忙しくて訪問できない場合でも、
ナースコールには必ず返答し、状況を確認した後、待ってい
ただく旨お願いするように」指導した。また、他のヘルパー
等にも同様の指導をすることとした。

○Ｄから入居者Aに、Bに指導した内容と他のスタッフ等にも

入居者Aが夜間に介護を求めてナースコールを鳴らしたが、ヘルパーBは、Aのナースコールに応答しなかっ
た。Aが4回程ナースコールを鳴らした後、BはAの元に来たが、その際「何度も鳴らさなくても来ます」と言った。

同様の指導を行う旨伝え、「他にまた何かあればすぐに連絡
ください」と伝えた。

フォローアップ
○その後、問題は生じていない。

事例分析
○本事例は入居者Aに対するヘルパーBの対応によるものだ
が、Aからの苦情を受け、すぐにＢに事情を聞き、指導する
等、施設として対応している。

今後の課題・まとめ
○入居者Aからのナースコールが重篤な場合もあるので、勝手
な判断で一方的にナースコールに応答しないことは問題で
あると思われる。

○職員がすみやかにヘルパーBに事情を聞き、指導した上でさ
らに、他のヘルパーにも同様の指導したことで、同じような
問題が起きないように改善できた。



しせつの損害補償社会福祉施設
総合損害補償

団　体
契約者 取　扱

代理店

プラン2 施設利用者の補償
プラン3 施設職員の補償

施設業務の補償 （賠償責任保険、動産総合保険）プラン1

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のために！

平成27年度

ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、

有
利
な
補
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割
安
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保
険
料と
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す
。

インターネットで保険料試算できます
ふくしの保険 検 索

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問合せは下記にお願いします。 ●
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株式会社テレビ和歌山 様

ありがとう
ございます。

ご 寄 付

県域での社会福祉事業の進展に資
するために、本会にご寄付いただき
ました。

テレビ和歌山まごころ基金

株式会社テレビ和歌山川口常務取締
役（写真左）から本会中岡副会長（写
真右）に目録が贈呈されました

かわぐち

◯和歌山市立和歌山高等学校 様
◯NPO法人全世界空手道連盟
　新極真会和歌山支部 様
◯音知倶楽部 様
◯社団法人日本ビリヤード協会
　日本アマチュア
　ポケットビリヤード連盟 様
◯ラフターヨガ・わかやま 様

預
託
団
体
名

老人大学で講演活
動

　社会で培った知識や経験を持つ元気な高齢者が、有償ボランティアサービス提供者と
して登録し、公共・民間・ＮＰＯ等が実施する講演会、研修、イベント等の講師や技能の
指導者等として活動しています。
　より多くの高齢者が、活動経費を心
配せずに継続してボランティア活動が

できるように、また、ボランティアサービスを提供される側も気
兼ねなく利用できるように、「有償」としています。
　様々な分野で活動していただけますので、是非お申し込みく
ださい。
　登録や活用の手法など、詳しくは「いきいき長寿社会セン
ター」までお問合せください。

シニアのちからを地域にシニアのちからを地域に

有償ボランティア活用有償ボランティア活用

〒640-8545 和歌山市手平2丁目1番2号  和歌山ビッグ愛7階
県社会福祉協議会 いきいき長寿社会センター TEL：073-435-5214 FAX：073-435-5221

お問合せ先

研　　修 開催日時 会　　場受講申込期限

◆福祉職場における労務管理研修 
　～労務管理上の留意点とトラブル防止のために～

2月23日（火） 和歌山
ビッグ愛

2月9日（火）
（必着）

県福祉人材センター県福祉人材センター

「ハートワーク」からのご案内「ハートワーク」からのご案内

※詳細は本会ホームページをご覧いただくか、
　県社会福祉協議会  福祉人材センター「ハートワーク」までお問合せください。
［就職フェア・就職相談会のご案内について］ TEL：073-435-5211
［福祉人材キャリア形成支援研修について］ TEL：073-435-5210

※受講料がかかります。

平成27年度
福祉人材キャリア形成支援研修
平成27年度
福祉人材キャリア形成支援研修申 込 受 付 中申 込 受 付 中

定員になり次第締め切ります。

まだまだ働けるあなたを応援しますまだまだ働けるあなたを応援します

県高齢者無料職業紹介所
求人の場合は、電話・ファックス
でも受付しています。

●

来所される場合は、事前に必ずご連絡お願いします。

求職申込の場合は、本人が来所してください。●

働く意欲のある高齢者の方が、求人をお待ちしています。働く意欲のある高齢者の方が、求人をお待ちしています。
職業相談・紹介についてのお問合せ先 和歌山市手平2-1-2  ビッグ愛7階  TEL:073-435-5212   FAX:073-435-5209

水曜を除く、月曜日～金曜日
9：00～12：00
13：00～17：00

　福祉・介護・保育分野への就職を希望される方々を対象に、社会福祉施設等と
の面談や相談の場を提供します。（入場無料、申込不要、履歴書不要）

「就職フェア」「就職相談会」のご案内「就職フェア」「就職相談会」のご案内

2月7日（日）13:00～15:30

ガーデンホテルハナヨ ハナヨアリーナ

名　　称

日　　時

会　　場

内　　容

問合せ先

13:00～13:30　プレゼンテーション
13:30～15:30　個別面談会、相談コーナー等
※保育ルームあり

13:00～13:40　就職セミナー
13:40～16:00　個別面談会、相談コーナー等
※保育ルームあり

第2回福祉・介護のしごとフェア 第3回福祉・介護・保育の就職フェアわかやま

紀南福祉人材バンク（TEL:0739-26-4918） 県福祉人材センター「ハートワーク」

3月3日（木）13:00～16:00

和歌山ビッグ愛 １階 大ホール

名　　称

日　　時

会　　場

内　　容

in きのかわ

中貴志コミュニティ
センター

事業所プレゼンテーション、個別相談・面談会

3月10日（木）
13:30～16:00

in はしもと

ハローワーク橋本

3月11日（金）
10:00～16:00

in ゆあさ

ハローワーク湯浅

2月25日（木）
10:00～16:00

in ごぼう

ハローワーク御坊

2月26日（金）
10:00～16:00

“福祉のしごと”就職相談会

お問合せ先 社会福祉法人和歌山県共同募金会　〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2　和歌山ビッグ愛7階
TEL. 073-435-5231　FAX. 073-435-5232　E-mail : akaihane@naxnet.or.jp

平成28年度（2016年度）赤い羽根共同募金70年記念バッジデザイン募集について平成28年度（2016年度）赤い羽根共同募金70年記念バッジデザイン募集について
　平成28年10月1日から実施する赤い羽根共同募金運動に向け、近畿6府県共同募金会が記念バッジデザインを下記により合同募集
します。採用されたデザインは記念バッジとして製作され、平成28年度の共同募金運動啓発のために近畿6府県で広く活用されます。

1デザインのきまり
①赤い羽根共同募金のイメージに合った作品であること
②「赤い羽根」と「共同募金運動70年」にちなんだデザインが入っていること
③「赤い羽根」の赤色を含め、概ね3色（グラデーション不可）で構成されていること
④バッジの原寸（縦横概ね25mm程度）でも分かりやすいデザインであること
⑤未発表のオリジナル作品で、他者の知的所有権を侵害していない作品であること
2応募方法
　［締切日：平成28年4月15日（金）必着］
　［郵送の場合］
　　用紙1枚にデザインを記入し、氏名（フリガナ）・郵便番号・住所・年齢・
職業・電話番号（市外局番を含む）・製作意図（作品に込めた思いを30
字以内で）を必ず明記して下さい。（応募は1人1点とします）
　［Eメールの場合］
　　件名に「記念バッジデザイン応募」と記入し、デザインはJPEG・GIFもし
くはPDF形式で3MB以下。以下、郵送の場合と同じ。
　※『デザインのきまり』を含め、記入

事項不備の場合は、審査対象外と
なります。

3応募資格
　　近畿6府県（滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県）内に
在住、または在勤・在学の方

4応募送付先
　〒542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター2階
　社会福祉法人大阪府共同募金会　記念バッジデザイン募集係
　［電話］06-6762-8717　［FAX］06-6762-8718
　［Eメール］ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
5審査・発表
　　6府県共同募金会の広報関係者による審査委員会において決定し、7
月初旬、入賞者への賞金または賞品の発送とホームページでの入賞者
のお知らせをもって発表とします。なお、赤い羽根賞入選デザインは、平
成28年度赤い羽根共同募金記念バッジデザインとなります。

6賞　金
　◯赤い羽根賞（1点）・・・・・・・10万円（高校生以下の場合は図書カード）
　◯愛ちゃん賞（5点）・・・・・・・・ 5千円（高校生以下の場合は図書カード）
　◯希望くん賞（20点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1千円分図書カード
7著作権・その他
　◯応募作品の著作権は主催者に帰属します。なお、応募作品は返却しま
せん。

　◯赤い羽根賞入選デザインは、ポスター・チラシ・グッズ等にも利用する
場合があります。

　◯その他、詳細については本会までお問合せ下さい。
参　考

平成27年度
記念バッジ



しせつの損害補償社会福祉施設
総合損害補償

団　体
契約者 取　扱

代理店

プラン2 施設利用者の補償
プラン3 施設職員の補償

施設業務の補償 （賠償責任保険、動産総合保険）プラン1

老人福祉施設、障害者支援施設、児童福祉施設の

事故・紛争円満解決のために！

平成27年度

ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
、

有
利
な
補
償

割
安
な
保
険
料と

で
す
。

インターネットで保険料試算できます
ふくしの保険 検 索

● このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容のお問合せは下記にお願いします。 ●
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株式会社テレビ和歌山 様

ありがとう
ございます。

ご 寄 付

県域での社会福祉事業の進展に資
するために、本会にご寄付いただき
ました。

テレビ和歌山まごころ基金

株式会社テレビ和歌山川口常務取締
役（写真左）から本会中岡副会長（写
真右）に目録が贈呈されました

かわぐち

◯和歌山市立和歌山高等学校 様
◯NPO法人全世界空手道連盟
　新極真会和歌山支部 様
◯音知倶楽部 様
◯社団法人日本ビリヤード協会
　日本アマチュア
　ポケットビリヤード連盟 様
◯ラフターヨガ・わかやま 様

預
託
団
体
名

老人大学で講演活
動

　社会で培った知識や経験を持つ元気な高齢者が、有償ボランティアサービス提供者と
して登録し、公共・民間・ＮＰＯ等が実施する講演会、研修、イベント等の講師や技能の
指導者等として活動しています。
　より多くの高齢者が、活動経費を心
配せずに継続してボランティア活動が

できるように、また、ボランティアサービスを提供される側も気
兼ねなく利用できるように、「有償」としています。
　様々な分野で活動していただけますので、是非お申し込みく
ださい。
　登録や活用の手法など、詳しくは「いきいき長寿社会セン
ター」までお問合せください。

シニアのちからを地域にシニアのちからを地域に

有償ボランティア活用有償ボランティア活用

〒640-8545 和歌山市手平2丁目1番2号  和歌山ビッグ愛7階
県社会福祉協議会 いきいき長寿社会センター TEL：073-435-5214 FAX：073-435-5221

お問合せ先

研　　修 開催日時 会　　場受講申込期限

◆福祉職場における労務管理研修 
　～労務管理上の留意点とトラブル防止のために～

2月23日（火） 和歌山
ビッグ愛

2月9日（火）
（必着）

県福祉人材センター県福祉人材センター

「ハートワーク」からのご案内「ハートワーク」からのご案内

※詳細は本会ホームページをご覧いただくか、
　県社会福祉協議会  福祉人材センター「ハートワーク」までお問合せください。
［就職フェア・就職相談会のご案内について］ TEL：073-435-5211
［福祉人材キャリア形成支援研修について］ TEL：073-435-5210

※受講料がかかります。

平成27年度
福祉人材キャリア形成支援研修
平成27年度
福祉人材キャリア形成支援研修申 込 受 付 中申 込 受 付 中

定員になり次第締め切ります。

まだまだ働けるあなたを応援しますまだまだ働けるあなたを応援します

県高齢者無料職業紹介所
求人の場合は、電話・ファックス
でも受付しています。

●

来所される場合は、事前に必ずご連絡お願いします。

求職申込の場合は、本人が来所してください。●

働く意欲のある高齢者の方が、求人をお待ちしています。働く意欲のある高齢者の方が、求人をお待ちしています。
職業相談・紹介についてのお問合せ先 和歌山市手平2-1-2  ビッグ愛7階  TEL:073-435-5212   FAX:073-435-5209

水曜を除く、月曜日～金曜日
9：00～12：00
13：00～17：00

　福祉・介護・保育分野への就職を希望される方々を対象に、社会福祉施設等と
の面談や相談の場を提供します。（入場無料、申込不要、履歴書不要）

「就職フェア」「就職相談会」のご案内「就職フェア」「就職相談会」のご案内

2月7日（日）13:00～15:30

ガーデンホテルハナヨ ハナヨアリーナ

名　　称

日　　時

会　　場

内　　容

問合せ先

13:00～13:30　プレゼンテーション
13:30～15:30　個別面談会、相談コーナー等
※保育ルームあり

13:00～13:40　就職セミナー
13:40～16:00　個別面談会、相談コーナー等
※保育ルームあり

第2回福祉・介護のしごとフェア 第3回福祉・介護・保育の就職フェアわかやま

紀南福祉人材バンク（TEL:0739-26-4918） 県福祉人材センター「ハートワーク」

3月3日（木）13:00～16:00

和歌山ビッグ愛 １階 大ホール

名　　称

日　　時

会　　場

内　　容

in きのかわ

中貴志コミュニティ
センター

事業所プレゼンテーション、個別相談・面談会

3月10日（木）
13:30～16:00

in はしもと

ハローワーク橋本

3月11日（金）
10:00～16:00

in ゆあさ

ハローワーク湯浅

2月25日（木）
10:00～16:00

in ごぼう

ハローワーク御坊

2月26日（金）
10:00～16:00

“福祉のしごと”就職相談会

お問合せ先 社会福祉法人和歌山県共同募金会　〒640-8319 和歌山市手平2丁目1-2　和歌山ビッグ愛7階
TEL. 073-435-5231　FAX. 073-435-5232　E-mail : akaihane@naxnet.or.jp

平成28年度（2016年度）赤い羽根共同募金70年記念バッジデザイン募集について平成28年度（2016年度）赤い羽根共同募金70年記念バッジデザイン募集について
　平成28年10月1日から実施する赤い羽根共同募金運動に向け、近畿6府県共同募金会が記念バッジデザインを下記により合同募集
します。採用されたデザインは記念バッジとして製作され、平成28年度の共同募金運動啓発のために近畿6府県で広く活用されます。

1デザインのきまり
①赤い羽根共同募金のイメージに合った作品であること
②「赤い羽根」と「共同募金運動70年」にちなんだデザインが入っていること
③「赤い羽根」の赤色を含め、概ね3色（グラデーション不可）で構成されていること
④バッジの原寸（縦横概ね25mm程度）でも分かりやすいデザインであること
⑤未発表のオリジナル作品で、他者の知的所有権を侵害していない作品であること
2応募方法
　［締切日：平成28年4月15日（金）必着］
　［郵送の場合］
　　用紙1枚にデザインを記入し、氏名（フリガナ）・郵便番号・住所・年齢・
職業・電話番号（市外局番を含む）・製作意図（作品に込めた思いを30
字以内で）を必ず明記して下さい。（応募は1人1点とします）
　［Eメールの場合］
　　件名に「記念バッジデザイン応募」と記入し、デザインはJPEG・GIFもし
くはPDF形式で3MB以下。以下、郵送の場合と同じ。
　※『デザインのきまり』を含め、記入

事項不備の場合は、審査対象外と
なります。

3応募資格
　　近畿6府県（滋賀県、京都府、大阪
府、兵庫県、奈良県、和歌山県）内に
在住、または在勤・在学の方

4応募送付先
　〒542-0065 大阪市中央区中寺1-1-54 大阪社会福祉指導センター2階
　社会福祉法人大阪府共同募金会　記念バッジデザイン募集係
　［電話］06-6762-8717　［FAX］06-6762-8718
　［Eメール］ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
5審査・発表
　　6府県共同募金会の広報関係者による審査委員会において決定し、7
月初旬、入賞者への賞金または賞品の発送とホームページでの入賞者
のお知らせをもって発表とします。なお、赤い羽根賞入選デザインは、平
成28年度赤い羽根共同募金記念バッジデザインとなります。
6賞　金
　◯赤い羽根賞（1点）・・・・・・・10万円（高校生以下の場合は図書カード）
　◯愛ちゃん賞（5点）・・・・・・・・ 5千円（高校生以下の場合は図書カード）
　◯希望くん賞（20点）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1千円分図書カード
7著作権・その他
　◯応募作品の著作権は主催者に帰属します。なお、応募作品は返却しま
せん。

　◯赤い羽根賞入選デザインは、ポスター・チラシ・グッズ等にも利用する
場合があります。

　◯その他、詳細については本会までお問合せ下さい。
参　考

平成27年度
記念バッジ



　ご意見等をお寄せいただいた方の中から抽選で、今月の「こだわりの逸品」で紹介した事
業所の商品（ガトーショコラ）をプレゼントします。たくさんのご応募、お待ちしております。

読者プレゼント
コーナー

ご紹介します！ご紹介します！

「福祉わかやま」へのご意見、ご感想、今後取り上げたらよいと思うテーマなどお寄せください。

※当選者の発表は、商品の発送をもっ
て代えさせていただきます。
※商品の発送は3月中旬を予定してい
ます。なお、製造元の事業所から直送
させていただく場合があります。予
めご了承ください。
※ご応募に関する個人情報は、抽選及
び発送においてのみ使用し、その他
の目的では使用いたしません。

応
募
方
法

下記についてご記入のうえ、
葉書またはFAX、メールでお送りください。 ＜宛先＞社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 総務・資金部 宛

①「福祉わかやま」へのご意見、ご感想等
②住所、氏名、職業、日中連絡のつく電話番号

〒640‒8545 和歌山市手平二丁目1‒2 和歌山ビッグ愛7階
ＦＡＸ：073‒435‒5226
e-mail : washakyo@wakayamakenshakyo.or.jp

締切：平成28年2月29日㈪  当日消印有効

　wakayama＊chocolat 
「toco＊towa（とことわ）」は、ＮＰ
Ｏ法人ジョイ・コムが運営する「就労
継続支援Ａ型事業所」です。ご紹介するこ
だわりの逸品は「チョコレート」です。

チョコレート

Presen
t！

■はじまり
　ＮＰＯ法人ジョイ・コムでは、大手電機メーカーの製造ラインで使用する配線部材の仕入れ、納品、製造ラインで使用す
るハーネスの組立て、その他、介護付有料老人ホームの清掃やベッドメイキングなどを主に行っています。
　利用者さんの職種の選択の幅を拡げるため、平成27年4月、新たにチョコレート専門
店wakayama＊chocolat  「toco＊towa（とことわ）」をオープンしました。
　名前は、「日々の小さな幸せがずっと続くように」という願いを込めて付けました。
　チョコレートは、東京で活躍するシェフ・ショコラティエからチョコレート作りのノウ
ハウを教わり、それを基に商品開発をしています。現在は、発達障がいや、精神障がい
のある５名が働いており、全ての製造工程に携わっています。

■和歌山ならではのチョコレート
　和歌山県は果物が豊富なうえに、様々
な特産品があります。それをカカオ生産
国から届いたピュアチョコレートと合わせ、オリジナルの和歌山チョコレート
を作っています。
　現在販売している１３種類のボンボンショコラのうち、半分以上は和歌山県
内の農家やお店へ出向いて直接交渉して仕入れたものを使用しています。
ショーケースには、県産の柑橘類や湯浅の醤油、有田川町の葡萄山椒、紀州南
高梅などを使った珍しいボンボンショコラが顔を並べています。その他、チョ

コレート菓子も多数取り揃えており、それぞれ厳選した素材を使用しているため、安心してお召し上がりいただけます。
■イートインスペース
　販売スペースの横にはカフェを併設しています。カフェでは、店内で販売しているチョコレートの他、ガトーショコラやカ
ヌレ、ソフトクリーム、パフェなどもお召し上がりいただけます。和歌山の木材をふんだんに使用し、白を基調とした温かみ
のある店内は、チョコレートの甘い香りに包まれ、居心地がよいと大変好評です。
　可愛いチョコレートを眺めるだけでも楽しいですよ。是非、お立ち寄りください。

　今年は「toco＊towa（とことわ）」がオープンして初めてのバレンタインです。バレン
タイン特別商品もご用意しています。大切な方への贈り物にいかがでしょうか。

NPO法人ジョイ・コム　wakayama＊chocolat 「toco＊towa（とことわ）」

NPO法人ジョイ・コム
wakayama＊chocolat 「toco＊towa」

NPO法人ジョイ・コム
wakayama＊chocolat 「toco＊towa」

（とことわ）

〒641-0054 和歌山市塩屋４丁目６－５７
TEL：０７３-４４６-２３１１　営業時間：１０：００～１７：００　定休日：水曜日・日曜日

menu

ボンボンショコラ
・・・・・・1個 150～200円
※その他の商品については、
下記連絡先までお問合せく
ださい。
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