
○匿名 様より 140,000円
○一般社団法人
　仲善教育会 様より 16,799円
○匿名 様より 金一封
○匿名 様より 10,000円
○匿名 様より 3,000円
○横瀬真宗講 様より 金一封

○原昌司 様より 30,000円

今月の
特集 定期的に入会説明会を開催しています。 に行きます。

一般寄付として

香典返しとして

編集発行／
社会福祉法人
琴平町社会福祉協議会
仲多度郡琴平町榎井891－1
TEL　 0877-75-1371
E-mail  info@k-wel.or.jp
HP　     http : //www.k-wel.or.jp
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第110号

福祉ことひら　第 110 号　８

　皆様からの善意の寄付は
琴平町の地域福祉に有効に
活用させていただきます。
厚く御礼申し上げます。

使用済み切手・テレカ・入れ歯 

収集ボランティア
　使用済み切手・テレカ・入れ歯収集ボランティア・物品寄
付にご協力いただきまして誠にありがとうございます。お
野菜・果物等のご寄附も頂いており、給食サービスに活用
致しております。

令和4年3月16日～5月30日

善意の寄付善意の寄付

令和４年
3月1日～5月31日

榎の木フェスタ

榎の木フェスタ

にんにく収穫体験（象郷小学校3年生）

にんにくフェスタ

令和4年度「事業計画・収支予算」
令和3年度「事業報告・決算報告」
令和4年度「事業計画・収支予算」
令和3年度「事業報告・決算報告」

… 令和４年度「事業計画・収支予算」
… 令和３年度「事業報告・決算報告」
… 地区ネット紹介

… お宝人材　令和3年度特別会員名簿
… 事務局通信 シャントセナ
… 琴平応援プロジェクト「みんなの掲示版」
　 善意の寄付　収集ボランティア　広告

・こんぴらアイネット　・榎井ハッピーネット合併号

Q１：ゲストハウスを開いた
　　　　きっかけは何ですか？

　　　　　今回は、ゲストハウス琴平の佐藤匡さんに
お話を伺いました。
　建物は普通の民家で昔馴染みの「懐かしい空間」と
工夫された「おもてなしの空間」。
　玄関を入ると世界地図が
あり、旅行客の出身地に
シール。そして、左を見ると
世界各国の多言語の「ようこ
そ」の言葉。壁に手書きの香
川県地図と観光地の写真が
展示。

　旅行や登山が趣味です。海外は30代が最初と
遅かったです。それから多くの国を旅して様々な
経験をしたことから、自分がもてなす側になるこ
とを5年ほど前に決心しました。2017年から富山
や長野等のホテルでフロント、清掃、厨房で修行
して準備、仕上げは台湾でのゲストハウスに住み
込みを経験しました。そして元の家主さんや不動
産屋さんの協力もあって開設することができまし
た。多くの方々に感謝しております。現在、旅行先
は70カ国を超えています。この経験はゲストハウ
スを経営する自信にも繋がっています。

Q２：なぜ、琴平で？

　出身は大阪ですが、祖
父母や父の実家が琴平で
す。中学生ぐらいまでの盆
正月にはいつも両親と帰
省し、初詣は金刀比羅宮へ
行っていました。ゲストハウ
スを開くことを考えた時に
観光地であり、馴染みがあ
り、所縁のあるこの琴平で
開こうと思いました。

　開業当初はコロナ禍以前であり欧州
のサンチアゴ巡礼路(キリスト教)から四
国遍路に呼応して欧州からの旅行客も
多かったですが、現在は9割以上が日
本人の利用となっています。在留の外
国人も時々みられます。

　友人や知り合いで琴平町に宿泊さ
れる方がいればご紹介頂ければと思
います。長期滞在期間の長い方も対
応できますのでよろしくお願いしま
す。また「まちじゅう図書館」もご利用
お待ちしております！

みんなの掲示板
「福祉ことひら」で琴平町の

気になる事や情報を発信していきたいと思います。

【応募のあった所を取材させていただきます！！】

琴平町社会福祉協議会 ☎ 0877-75-1371取材希望の方はお問い合わせ下さい。 問合先

Vol.006「ゲストハウス 琴平」
住　　所／琴平町564番地3

店主へのインタビュー

Q３：ゲストハウスの宿泊客は？

読者の方へのメッセージ

●山本久子 様
●奥野伊都子 様
●福家毛糸店 様
●山尾福子 様
●川上板金 様
●榎井婦人会 様
●中野うどん学校 様

●松下印判店 様
●渡辺智子 様
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令和３年度 事業報告 令和４年度 事業計画

令和４年度 収支予算令和３年度 決算報告

※事業計画・収支予算の詳しい内容は、
　琴平社協に冊子があり閲覧できます。

※小数点第２位以下は四捨五入しています。※小数点第２位以下は四捨五入しています。

ささえあう・つながる
●  　会費・日赤・共同募金
●  　ささえ愛こんぴら
●  　地区ネット活動
●  　地域福祉懇談会の開催
●  　プラットフォーム事業
●  　フードドライブの開催
●  　訪問介護
●  　障害福祉サービス
●  　農商工連携　など

会費・寄付金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
退職手当積立基金預け金取崩収入
その他
　　  合　　計

事業収入
34.6％

その他
5.7％

退職手当
積立基金預け金
取崩収入
3.5％

人件費支出
73.3％

事業費支出
12.8％

事務費支出
8.1％

共同募金配分金
事業費支出
0.7％

負担金・
その他の支出
0.1％

固定資産支出
0.5％

収入科目 金額（円）

人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金事業費支出
負担金・その他の支出
固定資産支出
積立資産支出・その他の活動による支出
　　  合　　計

支出科目 金額（円）

　新型コロナウィルスの影響により、当初予定していたイベントや各地区ネットが企画した事業ができませんでし
た。しかし、役員を中心に、活動を止めないように工夫をしながらそれぞれの地区が定期的に会合を行い、歩みを
止めないように進めていくことができました。またBCP（事業継続計画）を策定し、非常時にも事業が継続できる
ように整備しました。

　人と人とのつながりが、生活の質の向上につながり、生きる希望、意欲になってきます。健康的でイキイキとした
生活ができるように、地域福祉推進に努めていきます。

会費・
寄付金収入
4.3％

補助金収入
16.3％

受託金収入
35.6％

積立資産支出・
その他の活動
による支出
4.5％

収入
165,143,012円

164,362,880円
支出

7,200,000
30,547,000
55,432,000
76,958,000
2,092,000

172,229,000

会費・寄付金収入
補助金収入
受託金収入
事業収入
その他
　　  合　　計

補助金収入
17.7％

受託金収入
32.2％

その他
1.2％

人件費支出
71.5％

事業費支出
16.9％

事務費支出
8.2％

その他
3.4％

収入科目 金額（円）

金額（円）支出科目

会費・
寄付金収入
4.2％

事業収入
44.7％

収入
172,229,000円

172,229,000円
支出

1法人運営事業
2地域共生社会の実現に向けて地域福祉の推進
　 ● 各地区ネット活動
　　・こんぴらアイネット　・榎井ハッピーネット
　　・五條互助ネット　　　・楽集館あったかネット
　 ● ささえ愛こんぴら
　　・こんぴら朝市　・買い物支援
　　・住民参加型在宅福祉サービスささえ愛隊
　 ● ひだまりクラブ活動支援
　　 ・アンケートの実施及び感染症対策
　 ● 拠点運営（ちょっとこ場、楽集館他）
　 ● 地域包括支援センター委託業務
　 ● ボランティア活動の推進
　 ● 住民活動の推進（プラットフォーム事業）

　 ● 福祉教育・ボランティア学習
　　 ・小学校への福祉の授業
　 ● 各種相談支援事業
　　 ・成年後見事業
　　 ・生活困窮者自立支援事業　他

3介護・生活支援サービス
　　 ・居宅介護支援、訪問介護支援
　　 ・障害者福祉サービス

4赤い羽根共同募金
5収益事業
　　 ・ガァリック娘の販売

6公益事業
　　 ・地域生活総合支援サービス
　　 ・まちのキッチン　もぐもぐ

食べる ●  　配食・会食サービス
●  　まちのキッチンもぐもぐ

福祉総合相談
●  　まるっと安心サービス
（地域生活総合支援サービス）
●  　弁護士相談
●  　生活困窮者自立支援事業
●  　香川おもいやりネットワーク事業
●  　生活福祉資金貸付事業
●  　日常生活自立支援事業
●  　成年後見事業
●  　他機関連携・協働　など

学　ぶ
●  　福祉教育、ボランティア学習
●  　地域福祉を考える住民大会
●  　四国地域福祉実践セミナー

集まる
●  　ひだまりクラブ
●  　ちょっとこ場
●  　楽集館

123,140,000
29,105,000
14,093,000
5,891,000

172,229,000

120,406,675
21,069,321
13,279,345
1,071,951
229,788
876,500
7,429,300

164,362,880

人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他
　　  合　　計

□ 包括的支援体制構築、地区担当制と局内の連携の推進
□ 新型コロナウィルス感染症による要支援者対応、生活困窮者及び社会的孤立者対応
□ 災害及び感染症対応体制の推進

事業内容 ●  　事業継続計画の策定
●  　職員訓練の実施

災害時の
体制整備

7,076,763
26,965,951
58,732,755
57,177,901
5,723,417
9,466,225

165,143,012

重点
目標
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令和３年度 事業報告 令和４年度 事業計画

令和４年度 収支予算令和３年度 決算報告

※事業計画・収支予算の詳しい内容は、
　琴平社協に冊子があり閲覧できます。

※小数点第２位以下は四捨五入しています。※小数点第２位以下は四捨五入しています。
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事業収入
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退職手当
積立基金預け金
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　新型コロナウィルスの影響により、当初予定していたイベントや各地区ネットが企画した事業ができませんでし
た。しかし、役員を中心に、活動を止めないように工夫をしながらそれぞれの地区が定期的に会合を行い、歩みを
止めないように進めていくことができました。またBCP（事業継続計画）を策定し、非常時にも事業が継続できる
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2地域共生社会の実現に向けて地域福祉の推進
　 ● 各地区ネット活動
　　・こんぴらアイネット　・榎井ハッピーネット
　　・五條互助ネット　　　・楽集館あったかネット
　 ● ささえ愛こんぴら
　　・こんぴら朝市　・買い物支援
　　・住民参加型在宅福祉サービスささえ愛隊
　 ● ひだまりクラブ活動支援
　　 ・アンケートの実施及び感染症対策
　 ● 拠点運営（ちょっとこ場、楽集館他）
　 ● 地域包括支援センター委託業務
　 ● ボランティア活動の推進
　 ● 住民活動の推進（プラットフォーム事業）

　 ● 福祉教育・ボランティア学習
　　 ・小学校への福祉の授業
　 ● 各種相談支援事業
　　 ・成年後見事業
　　 ・生活困窮者自立支援事業　他

3介護・生活支援サービス
　　 ・居宅介護支援、訪問介護支援
　　 ・障害者福祉サービス

4赤い羽根共同募金
5収益事業
　　 ・ガァリック娘の販売

6公益事業
　　 ・地域生活総合支援サービス
　　 ・まちのキッチン　もぐもぐ

食べる ●  　配食・会食サービス
●  　まちのキッチンもぐもぐ

福祉総合相談
●  　まるっと安心サービス
（地域生活総合支援サービス）
●  　弁護士相談
●  　生活困窮者自立支援事業
●  　香川おもいやりネットワーク事業
●  　生活福祉資金貸付事業
●  　日常生活自立支援事業
●  　成年後見事業
●  　他機関連携・協働　など

学　ぶ
●  　福祉教育、ボランティア学習
●  　地域福祉を考える住民大会
●  　四国地域福祉実践セミナー

集まる
●  　ひだまりクラブ
●  　ちょっとこ場
●  　楽集館

123,140,000
29,105,000
14,093,000
5,891,000

172,229,000

120,406,675
21,069,321
13,279,345
1,071,951
229,788
876,500
7,429,300

164,362,880

人件費支出
事業費支出
事務費支出
その他
　　  合　　計

□ 包括的支援体制構築、地区担当制と局内の連携の推進
□ 新型コロナウィルス感染症による要支援者対応、生活困窮者及び社会的孤立者対応
□ 災害及び感染症対応体制の推進

事業内容 ●  　事業継続計画の策定
●  　職員訓練の実施

災害時の
体制整備

7,076,763
26,965,951
58,732,755
57,177,901
5,723,417
9,466,225

165,143,012

重点
目標
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こんぴらにんにくフェスタを開催しました！

　こんぴらアイネットではコロナ禍で活気が失われつつある琴平に元気を取り戻したいという思いで
昨年夏よりこんぴらにんにくフェスタの開催に向けて取り組んできました。
　ガァリック娘やガァリック侍を使用した料理コンテストでは一般部門、学生部門、お店部門に分かれ
様々なアイデア料理を数多く応募いただきました。いずれもにんにくの風味を生かした料理で審査員
が悩む様子も見られました。優秀賞受賞者には表彰式にて表彰状等をお渡しすると笑顔が溢れていま
した。また、防災展では救急車、消防車の展示や琴平婦人会によるアルファ米を使った炊き込みご飯の
ふるまい、いずれも好評をいただき街に少しずつ活気が戻っていく様子が見られました。

　6月5日(日)、榎井ハッピーネットの皆さんで企画を練り上げた「榎の木フェスタ」が3年ぶりに開催さ
れました。
　今回は、榎井小学校の全面協力の下、午前中は授業参観として子どもたちと保護者、午後は地域の
方々が参加してくださいました。今回の目玉は、何といっても土石流３Dシアターと降雨体験装置です。
土石流３Dシアターでは、迫力ある３D映像や揺れる椅子、臭いで土砂災害を体感し、土砂災害の恐ろ
しさだけでなく、事前準備の大切さを知ることができました。降雨体験では時間雨量10ミリ～180ミ
リの雨を段階的に体験し、180ミリの雨量では実際に傘が雨に押しつぶされそうになるのを感じるこ
とができました。体育館では、子どもたちの通学路に危険な箇所がないか親子で確認しながら防災
マップ作りをしたり、わかりやすく防災を学べるようにと防災かるたを楽しんだり、身近にあるもので
手軽に作れる新聞紙スリッパ、ビニール袋レインコートの制作、毛布担架の体験、段ボールベッドを実
感するコーナーもありました。
　今回の防災学習を通じて、榎井地区に暮らす方々が何かあった時には助け合えるように顔見知りに
なり、また家族で防災について考えるきっかけになればと思います。今後の活動につなげていけるよ
う、榎井ハッピーネットで話し合いを続けていきたいと思います。

受賞された皆様

一般部門
最優秀賞　石川和子様
優 秀 賞　宮崎積子様
優 秀 賞　白川サヨ子様

学生部門
優 秀 賞　尾㟢湖珀様
優 秀 賞　請川遥菜様

お店部門
最優秀賞　コスモスの家様

学生部門　優秀賞　尾㟢湖珀様

段ボールベッド 消防車・救急車の展示

石川和子様作
象の郷　里芋コロッケ

尾㟢湖珀様作
こんぴっぴ焼き

請川遥菜様作
にんにく香る肉ロール

4月～ 6月の間期間限定でもぐもぐで販売し好評いただきました！

こんぴら
アイネット榎井

ハッピーネット

雨がだんだん強くなってきた
これで風があったら
傘もさせないね

結んでもない
　　　のに落ちない！
　　　　　すごい！！

　　家の近くに
外灯が少なくて
怖いなぁ

「役立つよ　
ビニール袋に
ラップやちり紙」

第7回　榎の木フェスタ　開催しました！

子どもたちが集まって
遊べる場所がほしいなぁ

小学校に土石流３Dシアターと
降雨体験装置がやってきたよ

通学路のすぐそばに
溝があって
危ないよ！

4
10
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No.233（令和４年７月号）

事務局
通信
事務局
通信 地域のお宝人材 突撃インタビュー地域のお宝人材 突撃インタビュー

【乾ユキさん、山内清江さん、太田幸子さん：豊作会】

（株）アール・シー・エス
（医）愛徳会池田内科医院
（福）あかね保育園
秋山モータース
（株）イケウチ電器
（医）たけお会岩佐病院
（株）魚長
うつみ歯科医院
（医）大浦内科消化器科医院
（有）大西化粧品店
小野薬局
㈱カガワオーエー
香川銀行琴平支店
香川県信用組合琴平支店
香川県農業協同組合琴平支店
香川日産自動車（株）善通寺店
かまど 琴平店
カメラのタオカ
（株）川上板金工業所
（有）紀の国屋本店
（有）京兼電工社

（有）国時酒店
（医）慶昭会おおにし病院
（医）圭良会永生病院
（株）弘栄社
ことひら温泉琴参閣
琴平花壇
金刀比羅宮
琴平国際ホテル八千代
琴平町商工会
琴平塗装（株）
（福）琴平福祉事業団琴平老人の家
（株）こんぴら堂
四国建設工業（株）
四国通商（株）
（医）十全会岩崎医院
（医）尚和会塩田歯科医院
（有）杉屋電機商会
（株）総合技建コンサルタント
高松信用金庫琴平支店
（一社）匠の学舎
（有）竹内石油店

令和３年度　琴平町社会福祉協議会特別会員名簿
( 五十音順・敬称略 )

令和３年度に特別会員としてご協力いただき誠にありがとうございました。
今年度につきましてもご理解・ご協力くださいますようよろしくお願い申し上げます。

田中屋
中国銀行琴平支店
㈱都村製作所
特別養護老人ホームクレールみどり
（株）中野屋
西野金陵（株）
（有）西山食肉店
（有)野村船々堂
百十四銀行琴平支店
平岡精肉店
船岡建設（株）
前田歯科医院
（有）丸尾醸造所
（有）丸忠
マルナカ琴平店
（有）宮武商店
（株）村井住宅設備
（有）森清掃社
（株）薮下組
山城金属（株）
山西桂華堂

　今回はちょっとこ場で毎週水曜10時から活動している
写経クラブ「豊作会」の皆さんにお話を伺いました！

　皆さん快くインタビューにお答えいただ
きありがとうございました。
　写経クラブは気持ちが落ち着き、楽しく
過ごせる場所だけではなく、皆さんの元気
の秘訣にもなっているようです。
　どなたでも参加可能とのことなので、興
味のある方は是非参加してみませんか？

H18年頃から活動しています。

周りの人に誘われたのがきっかけです。

いつから活動していますか？

写経を始めたきっかけは何ですか？

写真左から「乾ユキさん（91）、山内清江さん（87）、太田幸子さん（ヒミツ）」

皆さんにとって写経はどのようなものですか？

　大体 1年くらいで写経帳がいっぱいになります。
なので年１回皆で善通寺に持って行ってお焚き上げして
貰っています。

書き終えた写経帳はどうしているのですか？

色んなことを忘れて気が落ち着きます。みんなで集まって色々な話が出
来て楽しいです。週 1回のこの日が楽しみ。1人で家でぼーっとしている
よりボケ防止にもなるんです。

 

 

 

この紙面で、一年間で一番多く使った言葉

は、「新型コロナウィルス」でした。２年も

の長い間、この脅威にさらされ、見えないウ
 

 
 
 
 
ステーション行事予定表（7/10～8/13）

 
日 月 火 水 木 金 土

7/10 11 12 13 14 15 16

こんぴら朝市
9:00～12:00
（予定）

琴中福祉体験

東かがわ市社
協視察来所
・生きがいディ

（手芸）

・生きがいディ
（体操）

楽集館あったか
ネット

17 18 19 20 21 22 23

・生きがいディ
（手芸）

弁護士相談

地域福祉懇談会
（参道近辺の地区）

・生きがいディ
（温泉）

ふれあいデー
18:00～19:00

24 25 26 27 28 29 30

こんぴら朝市
9:00～12:00
（予定）

地域福祉懇談会
神明町、高藪地

区
14:00～15:00
・生きがいディ

（手芸）

まるっと安心サー
ビス委員会
13:30～

地域福祉懇談会
西山地区

14:00～15:00
・生きがいディ

（体操）

31 8/1 2 3 4 5 6
地域福祉懇談会

苗田地区
14:00～15:00
・生きがいディ

（手芸）

地域福祉懇談
会西山地区
14:00～15:00

7 8 9 10 11 12 13

・生きがいディ
（手芸）   

☆８月の弁護士相談（要予約）は８月１７日（水）です。 

※新型コロナウィルス関連の動向で予定変更する場合があります。詳細は HP をご確認ください。 

ちょっとこ場行事予定表 (7/10～8/13）   楽集館利用予定表（7/10～8/13） 
日 月 火 水 木 金 土

7/10 11 12 13 14 15 16

稲穂会（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

17 18 19 20 21 22 23
稲穂会（写経）

10時～
スマホ教室
15時～

ひだまりクラブ

24 25 26 27 28 29 30

稲穂会（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

31 8/1 2 3 4 5 6

NikoNiko
（写経）

稲穂会（写経）
10時～

スマホ教室
15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～

日 月 火 水 木 金 土
7/10 11 12 13 14 15 16

予約済 予約済 予約済

17 18 19 20 21 22 23

予約済 予約済 予約済

24 25 26 27 28 29 30

予約済 予約済

31 8/1 2 3 4 5 6

予約済 予約済

7 8 9 10 11 12 13

予約済

 

※ちょっとこ場では、留守番をしてくれるボランティアさんを常時募集しています。 

※買い物支援運転ボランティアさん、ちょっとしたお手伝いボランティアさん募集しています。

 
＜イカ＞ 
高たんぱくで低カロリー。タウリンが豊富です。タウリンには疲労回復、 

ストレス軽減の効果があり、暑い夏を元気に乗り越えるためにしっかり食べ 
たいですね。コラーゲンも豊富、消化も良く、代謝を高め、筋肉を維持して 
くれる万能な食材です！煮ても炊いても揚げても焼いても何でもOK です。 

定休日：土曜日、日曜日  
ベイカの生姜煮 

ちょっとこばうれしくなる勉強会⑬ 
主催：ことひらまちじゅう図書館 
 
テーマ 
「SNS を学びましょう」 
 
講師：琴平町地域おこし協力隊 
内容：インスタグラム、ツイッター 他 
日時：７月２９日（金）１８時～２０時 
場所：琴平町商工会 3 階 
定員：１５名（先着順） 
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10時～

17 18 19 20 21 22 23
稲穂会（写経）

10時～
スマホ教室
15時～

ひだまりクラブ

24 25 26 27 28 29 30

稲穂会（写経）
10時～

豊作会
（写経）
10時～

31 8/1 2 3 4 5 6

NikoNiko
（写経）

稲穂会（写経）
10時～

スマホ教室
15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～

日 月 火 水 木 金 土
7/10 11 12 13 14 15 16

予約済 予約済 予約済

17 18 19 20 21 22 23

予約済 予約済 予約済

24 25 26 27 28 29 30

予約済 予約済

31 8/1 2 3 4 5 6

予約済 予約済

7 8 9 10 11 12 13

予約済

 

※ちょっとこ場では、留守番をしてくれるボランティアさんを常時募集しています。 

※買い物支援運転ボランティアさん、ちょっとしたお手伝いボランティアさん募集しています。

 
＜イカ＞ 
高たんぱくで低カロリー。タウリンが豊富です。タウリンには疲労回復、 

ストレス軽減の効果があり、暑い夏を元気に乗り越えるためにしっかり食べ 
たいですね。コラーゲンも豊富、消化も良く、代謝を高め、筋肉を維持して 
くれる万能な食材です！煮ても炊いても揚げても焼いても何でもOK です。 

定休日：土曜日、日曜日  
ベイカの生姜煮 

ちょっとこばうれしくなる勉強会⑬ 
主催：ことひらまちじゅう図書館 
 
テーマ 
「SNS を学びましょう」 
 
講師：琴平町地域おこし協力隊 
内容：インスタグラム、ツイッター 他 
日時：７月２９日（金）１８時～２０時 
場所：琴平町商工会 3 階 
定員：１５名（先着順） 

 

 



○匿名 様より 140,000円
○一般社団法人
　仲善教育会 様より 16,799円
○匿名 様より 金一封
○匿名 様より 10,000円
○匿名 様より 3,000円
○横瀬真宗講 様より 金一封

○原昌司 様より 30,000円

今月の
特集 定期的に入会説明会を開催しています。 に行きます。

一般寄付として

香典返しとして

編集発行／
社会福祉法人
琴平町社会福祉協議会
仲多度郡琴平町榎井891－1
TEL　 0877-75-1371
E-mail  info@k-wel.or.jp
HP　     http : //www.k-wel.or.jp
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　皆様からの善意の寄付は
琴平町の地域福祉に有効に
活用させていただきます。
厚く御礼申し上げます。

使用済み切手・テレカ・入れ歯 

収集ボランティア
　使用済み切手・テレカ・入れ歯収集ボランティア・物品寄
付にご協力いただきまして誠にありがとうございます。お
野菜・果物等のご寄附も頂いており、給食サービスに活用
致しております。

令和4年3月16日～5月30日

善意の寄付善意の寄付

令和４年
3月1日～5月31日

榎の木フェスタ

榎の木フェスタ

にんにく収穫体験（象郷小学校3年生）

にんにくフェスタ

令和4年度「事業計画・収支予算」
令和3年度「事業報告・決算報告」
令和4年度「事業計画・収支予算」
令和3年度「事業報告・決算報告」

… 令和４年度「事業計画・収支予算」
… 令和３年度「事業報告・決算報告」
… 地区ネット紹介

… お宝人材　令和3年度特別会員名簿
… 事務局通信 シャントセナ
… 琴平応援プロジェクト「みんなの掲示版」
　 善意の寄付　収集ボランティア　広告

・こんぴらアイネット　・榎井ハッピーネット合併号

Q１：ゲストハウスを開いた
　　　　きっかけは何ですか？

　　　　　今回は、ゲストハウス琴平の佐藤匡さんに
お話を伺いました。
　建物は普通の民家で昔馴染みの「懐かしい空間」と
工夫された「おもてなしの空間」。
　玄関を入ると世界地図が
あり、旅行客の出身地に
シール。そして、左を見ると
世界各国の多言語の「ようこ
そ」の言葉。壁に手書きの香
川県地図と観光地の写真が
展示。

　旅行や登山が趣味です。海外は30代が最初と
遅かったです。それから多くの国を旅して様々な
経験をしたことから、自分がもてなす側になるこ
とを5年ほど前に決心しました。2017年から富山
や長野等のホテルでフロント、清掃、厨房で修行
して準備、仕上げは台湾でのゲストハウスに住み
込みを経験しました。そして元の家主さんや不動
産屋さんの協力もあって開設することができまし
た。多くの方々に感謝しております。現在、旅行先
は70カ国を超えています。この経験はゲストハウ
スを経営する自信にも繋がっています。

Q２：なぜ、琴平で？

　出身は大阪ですが、祖
父母や父の実家が琴平で
す。中学生ぐらいまでの盆
正月にはいつも両親と帰
省し、初詣は金刀比羅宮へ
行っていました。ゲストハウ
スを開くことを考えた時に
観光地であり、馴染みがあ
り、所縁のあるこの琴平で
開こうと思いました。

　開業当初はコロナ禍以前であり欧州
のサンチアゴ巡礼路(キリスト教)から四
国遍路に呼応して欧州からの旅行客も
多かったですが、現在は9割以上が日
本人の利用となっています。在留の外
国人も時々みられます。

　友人や知り合いで琴平町に宿泊さ
れる方がいればご紹介頂ければと思
います。長期滞在期間の長い方も対
応できますのでよろしくお願いしま
す。また「まちじゅう図書館」もご利用
お待ちしております！

みんなの掲示板
「福祉ことひら」で琴平町の

気になる事や情報を発信していきたいと思います。

【応募のあった所を取材させていただきます！！】

琴平町社会福祉協議会 ☎ 0877-75-1371取材希望の方はお問い合わせ下さい。 問合先

Vol.006「ゲストハウス 琴平」
住　　所／琴平町564番地3

店主へのインタビュー

Q３：ゲストハウスの宿泊客は？

読者の方へのメッセージ

●山本久子 様
●奥野伊都子 様
●福家毛糸店 様
●山尾福子 様
●川上板金 様
●榎井婦人会 様
●中野うどん学校 様

●松下印判店 様
●渡辺智子 様


