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行事予定表（5/10～6/6） 
日 月 火 水 木 金 土

5/10 11 12 13 14 15 16

歌いま専科
13時半～

17 18 19 20 21 22 23

第2回榎の木
フェスタ

生きがいディ
（手芸）

弁護士相談
13時～

生きがいディ
（高瀬天然温

泉）

24 25 26 27 28 29 30

生きがいディ
（手芸）

理事・評議員会
歌いま専科
13時半～

生きがいディ
（脳ﾄﾚ体操：
楽集館）

31 6/1 2 3 4 5 6

生きがいディ
（手芸）

 
☆６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.146（平成 27年 5月号） 

 

元気な声はじける春 

 春休みになると元気な声が社協中に響き渡りました。春休みは毎年行事が目白

押しです。遠足に行ったり、お花見したり。写真は毎年お世話になっている松尾

寺でお弁当を食べて遊んでいる子どもたちです。子どもらしく走り回っていまし

た。 

http://k-wel.or.jp/
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「新しい酒は新しい革袋に」 

 何時の間に咲いて何時の間に散ったのか今

年の桜は随分と急いだようです。 

社会全体が、国の外でも中でも何か心細い

気配が気にかかります。ブワーッと大きく深

呼吸して古い空気を押し出して胸を新鮮な空

気で一杯にしたら少しは元気が出るかしら。 

 「生活困窮」、「生計困難」、「孤立」、「孤独」

の言葉で埋まった資料が机の上に多くなり、

今までの「介護」や「高齢者」の文字が小さく

身をひそめています。春休みのゆうゆうクラ

ブの子どもたちの元気な声が響いている時の

明るさが懐かしいとすら思います。 

 大都市だけの問題ではなく一人ひとりが悩

みや困りごとを抱え、相談する宛がなく次第

に閉ざされていく状態を少しでも改善できた

ら、出来るだけ早いうちに一人ひとりの力で

生活できるよう支援できる制度ができました。

香川県ではさらに制度でも対応が難しいこと

を受け止めるネットワークづくりに社会福祉

法人施設と社協と民生委員さんで取り組む事

になりました。制度ができると必ず「制度の狭

間」ができて「個」の力で抜け出せないことを

福祉関係者が「繋がって」できるだけ防いだり

助け合える地域社会をめざすことになりまし

た。頑張っても頑張っても届かない、人の数だ

け悩みがあります。苦しいことを誰かに話す

だけでも少しは心が軽くなることもあります。

そんな相談窓口として社協で相談を受け付け

ます。 

自分の足で人生を送るために人は独りだけ

で生きてはいけないことを若いうちから早く

気づいた方がいいです。人づきあいは「煩わし

い」と思う以上に人が生きるために必要な技

術だという事。失って初めて重要性が分かる

ものなんですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 町内現役 PTA役員や OBたちが集まり、

毎月 1 回話し合いを重ねてきました。そし

て、3月におやじの会として正式に立ち上が

ることになりました。琴平町の子どもたち

のために様々な企画を模索中です。 

 

 

 

 

 新年度に入り新体制となった琴平社協

の事務局職員を対象に、「社会福祉協議会

とは」という基本から研修を行いました。

社協のステークホルダーは誰なのか？そ

れは琴平で暮らす住民です。職員それぞれ

の担当はありますが、住民一人一人のニー

ズに寄り添い、どんな困りごとに対しても

決して断らず一緒になって考えていくと

いうことを改めて共通認識を図り、琴平社

協一丸となってやっていきますので皆様

よろしくお願いします。 
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生活困窮者自立支援事業 

 

 

 

 

 平成 27年 4月 1 日より「生活困窮者自立

支援制度」が施行され、香川県内の町では 9町

の社協と香川県社協が合同協議体をつくり、

香川県と委託契約を結びそれぞれの町社協で

行うこととなりました。琴平社協でも 2 名の

担当職員を配置し、4月 1日から 4月 30 日

までに 5件の相談が上がってきました。 

 その内容はどれも大変困難な相談事です。

担当職員は相談者に丁寧にゆっくりとどんな

ことに困っているのかなど必要な情報を聞き

ます。この制度はお金に困っていると言って

もお金を貸すことはできません。現在の収入

や、債務の状況等プライバシーにかなり踏み

込んでの聞き取り調査の中で、どの制度が使

えるかを担当者と本人で話し合いをしながら

その人が自立に向けての支援計画を立て、将

来の展望を見出していく作業を行います。 

 お金がないだけの問題ではありませんが、 

もし少しのお金があれば生活を立て直すこと

ができるのであれば、生活福祉資金貸付が有

効になるでしょう。しかし、これは申請をして

から 1 か月ほどかかって貸付されます。明日

にでも預貯金がなくなる方が申請に来られて

もすぐには貸付できません。 

 

もし、近所で、知り合いで、生活に困ってい

る方がいましたら琴平社協まで連絡ください。

皆さんの声かけがその方を救う一歩になりま

す。また、生活に困っている方だけでなく、地

域で孤立している方もこの生活困窮者として

位置づけられています。とことん困る一歩手

前なら何とか生活を立て直すことができます。

困ってから相談に来てもすぐにお金を貸付す

る制度はありません。地域に目を配っていた

だきたいと思います。皆さんのご協力よろし

くお願いします。 

 

 

 

  

 5月 1日から 5月 31日は日赤社資募集強

化月間です。皆さんから集められた社資（募金）

は、世界各地で起こった災害支援や難民孤児

に向けた医療支援活動、もちろん日本各地で

起こった災害支援として活用されています。 

 例えば 100 円が台風から命と家を守るマ

ングローブの苗木 25 本（ベトナム）に変わり

ます。500円がマラリアから命を守る蚊帳に

変わます（ケニア）。5,000円が 1世帯 5人

分の 1カ月の食糧に変わります（シリア）。そ

の他にも国内災害救護、国際活動、血液事業、

救助法等の講習、社会福祉等に活用されてい

ます。 

 皆様のご協力が数多くの「命」を救うことに

つながっています。協力の際には、琴平町日赤

奉仕団の皆さんがご訪問する地域もあります。

各自治会からご協力をするところもあります

ので何卒よろしくお願いします。 

 

 

 



4 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

行事予定表（5/10～6/6） 

日 月 火 水 木 金 土
5/10 11 12 13 14 15 16

稲穂会
（写経）
10時～

ふれあい音楽会
あさがお
11時～

17 18 19 20 21 22 23

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

ｻﾝｻﾝｻﾛﾝ ポピーの会

24 25 26 27 28 29 30

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

あさひ会

31 6/1 2 3 4 5 6

NikoNiko
（榎井写経）

稲穂会
（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～  

※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。 

かふぇ山桜 
まちの交流駅「かふぇ山桜」です。 

5 月は 10 日（日）から再開します。営業日

は日・月・火・水の 10 時 00 分～16 時です。 

 

 

 昨年度応援会員になっていただいた皆

様、誠にありがとうございました。皆様か

らいただいた会費は、琴平町の地域を良く

していくために使われています。一人で調

理ができなくなった方への配食サービス、

一人で生活していく上で支援をするホー

ムヘルパーの派遣。ボランティア活動の推

進、各地域を明るく元気にしていく行事や

イベントの開催等、様々な地域活動に使わ

れています。 

今この社協応援会員が年々増加してい

ます。これも地域の皆様あっての社協なん

だということを改めて思っています。引き

続き平成 27年度も募集していますので、

どうぞよろしくお願いします。 

※会員希望の方は琴平社協までご連絡く

ださい。 

社協応援会費 一口 2,000円 

 

 

 第 2回榎の木フェスタを開催します。榎井

地区の住民の絆を強くし、何か起こっても地

域でささえあい、助け合うことを目的とし開

催します。これは榎井地区住民の方だけのイ

ベントではありません。ぜひ、琴平町で暮ら

している皆さん、下記の日程で行いますので

ぜひともご参加ください。バラエティに富ん

だプログラムをぜひご体験ください！ 

 

 

開催日時 平成 27年 5月 17日（日） 

開催場所 榎井小学校体育館他 

プログラム  

・榎の木ウォーク（榎井地区まち歩き） 

・吹き矢体験 ・AED訓練 

・ペットボトルロケット 

・起震車体験 ・榎の木丼大試食会 

※詳細は琴平社協まで 

 

参加者にはエナッキ

ー缶バッジがプレゼ

ントされるかも！ 

今年のデザインのエナッキー 


