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行事予定表（9/14～10/11） 

日 月 火 水 木 金 土
9/14 15 16 17 18 19 20

弁護士相談
榎井ﾊｯﾋﾟｰﾈｯﾄ

19時～

21 22 23 24 25 26 27

歌いま専科
13時半～

28 29 30 10/1 2 3 4

第5回ガァリッ
ク娘料理コン
テスト〆切

鳥取県日南町
社協視察

5 6 7 8 9 10 11

理事会
評議員会

歌いま専科
13時半～

琴高出前授業

 
☆１０月の弁護士相談（要予約）は１５日（水）です。☆ふれあい相談は月～土行っています。 

☆気になる事業や行事があれば何でもご連絡ください。

― 編 集 発 行 ― 

社会福祉法人琴平町社会福祉協議会 

〒766-0004 琴平町榎井８９１－１ 

TEL 75‐1371 FAX 75‐1481 

E-mail info@k-wel.or.jp 

社協 HP  http://k-wel.or.jp 

琴平社協は 24時間電話対応しています。 

 

  
 No.138（平成 26年 9月号） 

 

はじける笑顔 

 ゆうゆうクラブはお盆でも休みなし。お盆の時期は子どもたちの数も少ないの

でおやつづくりに挑戦！とても楽しそうにみんなでわらびもちを作っていまし

た。（わらびもちづくりの合間での写真） 

http://k-wel.or.jp/
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今夏は身近なところで自然災害が発生しま

した。徳島県那賀町ボランティアセンターに

応援職員を派遣しました。広島市安佐南区八

木の皆さんとは、実は１０月に民生委員さん

たちが視察に来てお目にかかる予定でした。

避難所でご苦労していると伺いました。大規

模災害が本当に他人事ではなくなります。 

 「社会福祉法人のあり方検討会」という会議

がありました。琴平町の事ではありません。日

本全国の話です。全国にある 19,000 の社会福

祉法人は高齢者や障がいのある人や、乳幼児

等を対象とした入所や通所の施設を作る法人

がほとんどですが、19000 法人の中には約

2000 の社会福祉協議会も入っています。 

社会福祉協議会は都道府県や市町村ごとに

一つだけ認められた社会福祉法人です。地域

に密着した社会福祉法人としてその自治体の

地域福祉を担って行政では出来ない問題、制

度や法律で対応できない地域の課題問題に取

り組む法人として設置されています。社会的

に孤立している人や、生活のしづらさを抱え

た人、判断能力が不十分な人など誰かの支援

が必要な人や誰かが少し関われば、誰かがチ

ョット支えればその人なりの生活が続けられ

る人が増えています。そうした人たちを支え、

民間社会事業をするのが社会福祉法人です。

その法人のあり方が時代の変化のなかで変わ

って来ているのではないかということです。 

企業側から見ると行政に保護され経営努力

が足りない、時代の要請に応えられていない

等大変厳しい意見があり、加えてこれまでの

ように国の予算、社会保障予算の確保が厳し

い時代だから始まった議論です。 

確かに企業に比べると社会福祉事業は生産

性が低いです、営利を求めず、地道な活動です。

社会福祉協議会は地域の中で地域の人と共に

草の根の活動を継続して、将来に向け地域の

子どもから大人まで一人ひとりの「幸」と「福」

をめざしています。そんな社会福祉協議会組

織や活動への理解を深める事もまだまだ十分

でないです。もちろん、地域の支援が無ければ

その活動は続きません。これからの時代に非

営利組織、社会福祉が縮小しても大丈夫なの

でしょうか。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察に来ました。 

 8 月 21 日（木）に岩手県内の社協の会長・

理事、岩手県社協職員合わせて 16 名が視察

に来ました。午前中は琴平社協の地域福祉活

動についての報告を行い、午後から県内社協

で取り組んでいる「ニーズ対応型社協の在り

方に関する検討会」について香川県社協から

丹常務と十河地域福祉課長が報告しました。

会長の皆さんが積極的に取り組む姿勢には

こちらとしても大変感銘を受けました。 

 

 琴平の新たな特産品「ガァリック娘」を

使用した料理コンテストを開催します。参

加希望の方は琴平社協HPから参加申込書

をダウンロードするか、連絡くだされば送

付しますのでどしどしご応募ください！

最優秀者には賞金が！？ 

 

申込期限  平成 26 年 9 月 30 日（火） 

一次審査  書類審査 

最終審査  実技 10 月 25 日（土） 

      琴平高校調理室 

※詳細は琴平社協までご連絡ください。 

 

担当 金﨑、近久 
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プラットフォーム事業 

 

 

 

 8 月 5 日（火）。琴平町公会堂には朝早くか

ら子どもたちが続々とやってきました。 

 公会堂を拠点としたプラットフォーム事業

の中のK
ｹｰｽﾘｰ

³（琴平の子育て・教育を考えるグル

ープ）が町内 3 小学校の交流の場を作ってあ

げたいということから「キッズことリンピッ

ク」を開催しました。企画から運営まで K³の

皆さんが行い、競技で使う準備物等も役割分

担して作りました。 

 3 小学校から集まった子どもたちは総勢約

60 名。集まった子どもたちの数を見て K³の

皆さんはホッとしたようです。どれだけの子

どもたちが集まるか不安だったようです。最

初の自己紹介はみんな照れくさがってなかな

か話そうとしなかったのが、競技が進むにつ

れて、大いに盛り上がっていきました。特に印

象的だったのが段ボールキャタピラです。も

うみんな必死。今日会う子どもたち同士が一

緒に盛り上がってハイタッチをする姿を見た

らこの企画が大成功だったということが言え

るでしょう。終わってからも子どもたちから

「次はいつするん？」っていう声があったよ

うです。 

 

 
 後日にきちんと反省会をして、ここをこう

すれば良かったとか、どの人も子どもが楽し

んだ姿を見たせいかどんどん意見が出ていま

した。さらにうれしい意見がりました。ある方

から聞いたことで、 

『ある子どもから「ことリンピックでおった

人や」って言われたことがすごくうれしかっ

た』 

と、言っていました。当初は子どもたちの交流

の場ということで企画したのが、子どもたち

が地域の大人の顔を知る場になったというこ

とです。これは子どもたちを犯罪の被害から

守る役目にもなると思います。子どもたちが

大人の方たちの顔を知っている数が増えると

いうことは、それだけ子どもを守る目が増え

るということにつながっていきます。 

 何の組織や団体でない一グループがこれだ

けの企画・運営したことに関しても今までに

なかった琴平のまちの新しい力だと思います。 

 皆さんもぜひプラットフォームに参加しま

せんか？自由に気兼ねなく参加できるのがプ

ラットフォームです。 

 

地域福祉推進連絡会役員会 

 

 

 8月 18日（月）に地域福祉推進連絡会の役

員会を開催しました。それぞれの開催状況等

を聞きながら、今後の活動について話し合い

ました。残念ながら琴平地区は都合で参加で

きませんでした。 

 

 それぞれいろんな意見がありましたが、や

はりこれからの10年を考えた時ネットワーク

づくりをしていかなければならないと口をそ

ろえて皆さん言っていました。これから随時

各地区で行っていきます！ 
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行事予定表（9/14～10/11）

日 月 火 水 木 金 土
9/14 15 16 17 18 19 20

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

ｻﾝｻﾝｻﾛﾝ ポピーの会
あさがお
10時～

21 22 23 24 25 26 27

豊作会
（写経）
10時～

あさひ会

28 29 30 10/1 2 3 4

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

5 6 7 8 9 10 11

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～  

※写経などに興味のある方、ちょっとこ場を使いたい方は気軽に琴平社協に連絡ください。 

※運転ボランティアを募集しています、琴平社協まで連絡ください。 

 

かふぇ山桜 

 

 かふぇ山桜にお越しいただいたお客様から利

用しやすい時間を聞いたのを反映して、営業時間

が下記の通り変更になりますのでよろしくお願

いします。 

 

10 月 1 日よりの営業時間は 

１０：００～１６：００ 
（L.O. １５：３０） 

雑誌「NICE TOWN」「香川 Komachi」に紹介

されました。 

今後ともかふぇ山桜をよろしくお願いします。 

 

 

 琴平社協に 8 月から川崎医療福祉大

学と四国学院大学から社会福祉士の実

習ということで学びに来ています。ま

ちで見かけたらぜひ声をかけてあげて

ください。 

 

＜四国学院大学＞ 

8/18～9/22 岡﨑真二郎、眞鍋瑞穂 

 

＜川崎医療福祉大学＞ 

8/12～9/12 西村陽妃、難波睦代 

9/15～10/10 三村雅彦、萩岡航平 

      岩谷圭悟 

琴平町で集まった募金は、 

琴平町のために使います。 

集まった募金は地域の活性化や支援を 

必要とされている方々のために使われます。 

 

民生委員・自治会・協力員の皆様方のご協力により募金活動を進めて参ります。 

あたたかい理解とご協力をお願いします。 

 


