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行事予定表（11/9～12/13） 
日 月 火 水 木 金 土

11/9 10 11 12 13 14 15

K³　10時～
榎井ﾊｯﾋﾟｰﾈｯﾄ

19時～

歌いま専科
13時半～

香川県ボラン
ティア・NPO交

流集会
in　綾川町

16 17 18 19 20 21 22

増田喜昭さん講
演会（公会堂）

弁護士相談
13:00～

金陵初しぼり

23 24 25 26 27 28 29

金陵初しぼり 配食有
歌いま専科
13時半～

30 12/1 2 3 4 5 6

チャリティー
搬入

搬入商品
値付け

チャリティー
事前準備

第42回ﾁｬﾘﾃｨｰ作
品即売展

7 8 9 10 11 12 13

第42回ﾁｬﾘﾃｨｰ作
品即売展

歌いま専科
13時半～

 
☆１２月の弁護士相談（要予約）は１７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.140（平成 26 年 11 月号） 

 

食欲そそる香り充満 

 第 5 回ガァリック娘料理コンテストを 10 月 25 日（土）に琴平高校の調理室

で開催しました。一般の部 6 名、学生の部 6 名が最終審査の調理に臨みました。

調理中はガァリック娘の食欲をそそる香りが胃袋を刺激されました。 

http://k-wel.or.jp/
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 今年は一段と紅葉がきれいだそうです。２

０２５年に向け「社会保障制度改革国民会議」

報告書の中でこれからの改革の方向性が示さ

れています。これまでの高齢期への保障の充

実から全世代型の「２１世紀日本モデル」への

転換を含め「２１世紀型コミュニティの再生」

ということが含まれています。「住み慣れた地

域で人生の最期まで自分らしく暮らせるよう、

医療機能の分化・連携や地域包括ケアシステ

ムの構築ハード・ソフト両面からの整備やサ

ービスのネットワーク化によるまちづくりを

進める」というものです。 

 基本的な考え方には自助・共助・公助の最適

な組み合わせでこれまでの制度の見直しも含

めて進められるようです。自助や互助・共助と

いう住民自体が主体的に取り組む事を支援す

る組織として社会福祉協議会があるのです。

琴平ではこの事務局通信を含め住民にみなさ

んに「知って、理解し、活動に参加し、めざす

べきまちづくり」をすすめたいと考え取り組

んでいます。ですが、先日の「社会福祉協議会

特別評価委員会」の中で、「まだまだ社協を知

らない」状況がある。「役場(行政)の一部と誤

解している」人が居る。まだまだ周知広報が足

りないと言われました。「知る人ぞ知る」では

済まされないのがこれからの社協です。 

 常勤職員(正規・非正規含め)１５人(内、出向

１人)で、町内の皆さんに認知いただく努力は

続けたいと考えています。非力です、お願いし

ます。助けてください。「これからの誰もが安

心して暮らせるまちづくりを、地域福祉を進

めている組織が社会福祉法人琴平町社会福祉

協議会である。」ということ、 

「社協をしっとんな？」「社協をしらんの

な？」 

 もし、呼んでくだされば社協の事や、地域福

祉の事や、これからの介護の事や、高齢者やし

ょうがいがある人の事や子どもの事でみんな

で考えた方がいいこと、生活する上でしょう

ずるあらゆる課題の解決を図るための相談窓

口としてあることの説明に行きます。ちょっ

と時間をいただけば行きます。 

そして、行政や、社会福祉法人施設や関係団

体と協働し連携して課題解決に努めます。ど

うぞよろしくお願いします。 

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察４件受入 

 10月は４件の視察依頼があり、ひとつは、「ガ

ァリック娘」の取り組み、３つは主に「ちょっと

こ場」などの地域福祉活動についてでした。 

 今後も視察依頼が 11月に 1件、12月に 1件入

っています。 

これは社協の取り組みというより、事務局と

して住民の皆さんが主体的に取り組んでいる活

動について説明することが多いです。こんなに

も毎月のように視察が入るということは皆さん

の活動が他にはないということで大変うれしく

思っています。琴平社協としても皆さんの活動

を今後もしっかりと支え続けていきたいと改め

て思う活動となっています。 

 

来てくれた人みんなが音楽を通じて

笑顔になるということ、本物の声楽や演

奏を聴くことで、子どもたちの豊かな感

性や想像力を育みたいというお母さん

たちの思いから開催決定となりまし

た！一般 500 円！学生 100 円！ぜひ

アカペラで響く数々のクリスマスソン

グに酔いしれてください！ 

 

日 時 H26 年 12 月 14 日（日） 

１７時～ 

場 所 琴平町公会堂 

出演者 野田純子（ソプラノ歌手） 

主 催 音楽はみんなを笑顔にする 

プロジェクト実行委員会 

※収益はすべて参加した子どもたちの

クリスマスプレゼントに活用します。 
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地域福祉推進連絡会 

 

 

 

 先月号で「第 2 回榎の木フェスタ」の一部

をご紹介しました。今回は、早くも「榎の木ウ

ォーク」の下見に榎井ハッピーネットの皆さ

んが行きました。昨年とはまた違ったコース

で、史跡があるところを回りながらクイズに

できるヒントがないか、わいわい言いながら

歩きました。歩いた時間は約 1 時間 10 分で

した。クイズをしながら歩くことを考えると1

時間半から 1 時間 45 分は帰ってくるまでに

かかるだとうと予測し、これからプログラム

作りに入る予定です。 

 さらにうれしいお知らせがあります。先月

号で、来年の 5 月 17 日（日）に開催するこ

とをお知らせしました。その時に、なんと起震

車が登場することが決定しました！いつ起こ

るかわからない地震に対して、前もって体験

できるチャンスです。これを目当てでも構い

ません。ぜひとも第 2 回榎の木フェスタにお

越しください。 

 この「榎の木フェスタ」は榎井地区で暮らす

方々の絆を深め、支えあいが自然な形で行う

ことができるようにという思いから今年 6 月

に第 1 回目を行いました。こういった趣旨も

ありますので、できるだけ多くの方々にお越

しいただけたらと思います。 

 

 
 

 

 

 

プラットフォーム事業 

 

 

 「４１５のわ」主催で、毎月第一土曜日に読

み聞かせの日として、「絵本文庫どり～む」で

紙芝居や絵本、折り紙などなどしています。

10 月はハロウィンということで、日をずらし

て、10 月 25 日（土）にハロウィンパーティ

ーをしました。初めの 30 分くらいは通常通

り読み聞かせを行いましたが、終了後、大ホー

ルに移動して、子どもたちは思い思いに衣装

の製作に打ち込みました。そこにはお母さん

たちと子どもたちの笑顔があふれ、出来上が

った衣装を子どもたちが来て、 

『「trick or treat」（お菓子をくれなきゃいた

ずらするぞ）と言ってお母さんたちのところ

を回ろう！』 

と説明すると、本当にかわいらしく「お菓子を

くれなきゃいたずらするぞ」と言いながら子

どもたちはお菓子がなくなるまで回っていま

した。 

 こういうことは家ではあまりできないこと

です。こういった季節の行事は日本の文化、世

界の文化を知ることになります。子どもたち

にはこうした文化を大事してほしいですね。

そして、この場に来るお母さんたちにも新し

い出会いの場にもなります。ぜひ一歩前に進

んでみませんか？絵本文庫どり～むはそんな

お母さんたちをいつでも快く迎えます。 
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平成２６年１２月６日（土）、７日（日）  

9時～15時 30分 開催！！ 
 

場 所：琴平町役場前、琴平町総合センター 

内 容：書・絵画・工芸・日用雑貨・お茶席（静風流） 

模擬店：おでん、焼き鳥、ﾎﾟｯﾌﾟｺｰﾝ…等々 

産 直：野菜、花苗、つけもの等 

実 演：餅つき（土日開催！） 

環境展、グリーンキャンペーン、チャリティーステージ、その他 

 

今年の目標額：目指せ純利益  
 

 

 

 

 

 

 

 

行事予定表（11/9～12/13）

日 月 火 水 木 金 土
11/9 10 11 12 13 14 15

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

ふれあい
コンサート

あさがお
10時～

16 17 18 19 20 21 22

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

ｻﾝｻﾝｻﾛﾝ ポピーの会

23 24 25 26 27 28 29

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

あさひ会

30 11/1 2 3 4 5 6

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

7 8 9 10 11 12 13

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。 

 

ご家庭に眠っている品物をお譲りください！ 

野菜もお待ちしています！ 
連絡先 琴平町社会福祉協議会 担当 金﨑、近久 

 

ひだまり活動支

援、ちょっとこ場

活動行事等地域福

祉のために使いま

す！ぜひご協力く

ださい！ 

下着は新品でお

願いします！ 


