社 協 だ よ り

社会福祉法人

丸亀市社会福祉協議会
KAKEHASHI
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No.
2011.３

ご当地

おはぎ

かっしゃ焼

おもちゃは、
おうち
の人と相談し
ましょう

あそび方

古代米

骨付鳥

おうちで使わ
なくなった
おもちゃや絵
本、ぬいぐる
み
などを持って
遊びに来てね
!！
※持ってくる

かえっこの

ば
きそ
焼
ケン
ピリ

B級グルメでおもてなし

１
２
３

おもちゃをもってくる
ポイントにかえる
すきなおもちゃとこうかんする

10：25〜
13：30〜
アイレックス
大ホール

3/ 20（日）
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丸亀市社会福祉協議会

香川県丸亀市大手町二丁目１番７号

詳しくは最終ページをご覧ください。

☎ 22−5700

ひまわりセンター（丸亀市保健福祉センター）内

http://www.marugame-shakyo.or.jp/
この情報誌は共同募金の配分金で発行されています。

ふ く し 講 座 の ご 案 内
講

師

精神対話士

植山祐子氏

参加費

無料

)

託児を希望
※
される方は︑
申 込 時 にお 伝
えください︒

募集人数
名︵受付順︶
どなたでもご参加いただけます♪

申込先

丸亀市社会福祉協議会
☎ ２ ２ ５- ７ ０ ０

日 日( )
分
時

会議室２

手作
作り
り
手
布遊
遊具
具講
講習
習会
会に
に
布
参加
加し
しま
ませ
せん
んか
か
参

と

き 平 成 年３ 月
日 火( ・) 日 火( )
時 〜 時

会議室１

名︵受付順︶

３階

12

催 丸亀ひまわり文庫

☎ ２ ２ ５- ７ ０ ０

申 込 先 丸亀市社会福祉協議会

主

準 備 物 縫い針・はさみ・筆記用具

参 加 費 材 料 代８ ０ ０ 円
︵当日徴収︶

募集人数

と こ ろ ひまわりセンター

22

高齢
齢者
者と
との
の
高
コミ
ミュ
ュニ
ニケ
ケー
ーシ
ショ
ョン
ンを
を学
学ぼ
ぼう
う
コ

年３ 月

４階

名︵受付順︶

10

23

もし 身近な人が
認知症になったら

き 平成

募集人数

参 加 費 無料

30

15

20

●認知症の理解と対応
●高齢者とのコミュニケー
ションのとり方
と

分 〜

15 27

と こ ろ ひまわりセンター

時

30 23

主 催 丸亀ボランティア協議会
申 込 先 ☎ ２ ２ ７- ６ ２ ５

2

13

すくすく子育て講座

日 日(
27

25

〜 自 分 に 優 しい 時 間 を 過 ご し ま せ ん か 〜

16

お父さん︑お母さ
ん︑お子さんから見
てどのように映って
いると思いますか？
意識が変わること
によって︑感情のコ
ントロールが上手に
なり︑子育てだけで
はなく毎日の生活に
満足感が得られ︑楽しいことを見つけるの
も上手になります︒
今の生活を少しでも変えたいと思いの方
に︑日常できるノウハウをお伝えいたしま
す︒
と

き 平成 年３ 月
時
時〜

23

と こ ろ ひまわりセンター ４階 研修会議室

13

30

ま
で
末
月
4

。
す

年

3

で

2

効

平

限
り
有

限

回

期

効

有

一

成

ゆ

招 無料
待
券
様

人

一

✂

お

3歳以上〜12歳未満 200円
12歳以上〜70歳未満 350円
70歳以上及び障がい者 200円

備

ドライヤー、
シャンプー＆ボディソープ常備

駐 車 場
60台

湯舟食堂
4/1
ン
オープ

＊営業11時〜15時＊
●おすし、おはぎなど
あります

みち

お得な回数券もあります

ぶね

設

利用料金

ゆ

※水曜日は午後6時まで

舟 道

サウナルーム全面改装

毎月第1・第３水曜日、
12月31日及び1月1日

午前10時〜午後９時

あやうた温泉湯

日より︑ボイラー工事に伴い長い間休業しており

11

休 館 日

営業時間

４ 月１ 日リニューアルオープン

１月

ましたが︑４月１日よりリニューアルオープンを迎えるこ

とになりました︒

オ ー プ ン を 記 念 し て４ 月１ 日 か ら３ 日 間 ︑ イ ベ ン ト を 開

年４月末まで︶

催いたしますので︑ご家族でお越しください︒

平成

ヤクルト

また︑乗り換えしなくても湯舟道まで行ける︑コミュニ

︵有効期限
23

ティバス直行便が運行しますのでご利用ください︒

無料招待券

左上の招待券を切り取ってお持ちください︒
お一人様一回限り有効

ヤクルトプレゼント
lt

Yaku

無料
招待券

オープン記念イベント

から

もちつき体験

なくなり次第終了となりますので︑
あらかじめご了承ください︒

もちつき大会

時〜 ︵雨天決行︶

毎日先着２００名様に
金
４ ／１ ( )

３日間

土
４ ／２ ( )
日
４ ／３ ( )

つ き た て の お 餅 を 使 っ た ︑ぜんざい を
先着２００名様にプレゼント

なくなり次第終了となりますので︑
あらかじめご了承ください︒

11

ゆ

有効です 。
お一人様 一回限り
年4月末まで
有効期限 平成23

4/1〜4/3
4/1〜4/3
期間限定
期間限定 ししカレー
ししカレー

丸亀市コミュニティバス
綾歌宇多津線

湯舟道べんり便

宇多津駅南口行

綾歌市民総合センター・湯舟道行
バス停留所名

時

４／１から

バス停留所名

刻

時

刻

宇多津駅南口

9:00

11:00

13:30

湯舟道

12:14

14:44

16:59

ユープラザうたづ西

9:00

11:00

13:30

綾歌保健福祉センター

12:17

14:47

17:02

丸亀通町

9:12

11:12

13:42

綾歌市民総合センター

12:21

14:51

17:06

丸亀駅

9:16

11:16

13:46

南コミュニティセンター

12:35

15:05

17:21

三船病院

9:25

11:25

13:55

東小川児童センター

12:38

15:08

17:25

一里屋

9:28

11:28

13:58

川西コミュセン南口

12:42

15:12

17:29

郡家郵便局

9:31

11:31

14:01

郡家郵便局

12:43

15:13

17:30

川西コミュセン南口

9:32

11:32

14:02

一里屋

12:48

15:18

17:35

東小川児童センター

9:36

11:36

14:06

三船病院

12:50

15:20

17:38

南コミュニティセンター

9:39

11:39

14:09

丸亀駅

13:00

15:30

17:50

綾歌市民総合センター

9:54

11:54

14:24

丸亀通町

13:04

15:34

17:54

綾歌保健福祉センター

9:58

11:58

14:28

ユープラザうたづ西

13:15

15:45

18:06

10:01

12:01

14:31

宇多津駅南口

13:17

15:47

18:09

湯舟道

紙面の関係で停留所と時刻は一部だけ掲載しております。詳しくは、4月配布の「丸亀市コミュニティバス路線図＆時刻表」をご覧ください。

お問い合わせ先

〒761-2405

丸亀市綾歌町栗熊西６８−３

3

☎８６−４７９３

こんどう

はやし

担当：近藤・林

日のデイサービスでは︑音

デイサービス ︵通所介護︶

クリスマス演奏会
月

楽療法講師﹁豊岡真弓﹂先生と大正
琴演奏グループ﹁蘭はぁとアンサン
ブル﹂のみなさんによるクリスマス

名の利用者が美しい

演奏会を行いました︒
当日は︑約

の音色に心洗われる楽しいクリスマ

豊岡先生の美しい歌声が響き渡りました。

笑顔あふれる

デイサービスに
いらっしゃい

デイサービスって何？
デイサービスは︑自宅で介護を受けているお
年寄りの方をデイサービスセンターまで送迎し︑
入浴・食事・生活相談・健康チェック・レクリ
エーションなどで一日を楽しく過ごしていただ

24

歌声に魅了され︑大正琴やオカリナ

50

くサービスです︒

利 用 対 象 者 は ？

12
ス・イブを過ごしました︒

介護のことなら
おまかせ

私たちは介護を必要とす
るみなさまが︑住みなれた
地域や家庭において︑安心
して自立した生活がおくれ
るよう︑お手伝いをしてい
ます︒
介護保険は制度が複雑︑
そんな時は
手続きが面倒 …
ぜひ私たちにお任せくださ
い︒
﹁しんせつ・ていねい・
わかりやすく﹂をモットー
にみなさまをサポートしま
す︒

おざき

米田・尾崎まで

まいだ

お問い合わせは …
☎ ９ ８ １- ５ ８ ４

居宅介護支援担当

４

介護保険による介護認定で︑要支援または要

ほりた

オカリナのやさしい音色にうっとり♪

介護と認定された方がご利用になれます︒

お問い合わせは
とき

土岐・堀田まで

☎ ９ ８ １- ５ ８ ４
…

通所介護担当

ぜひ見学に
ください！
お越し

通称

地域で子育てを応援しましょう！

会員登録の条件

開催日時

会

場

３月８日（火） ひまわりセンター４階

◆丸亀市に在住、または丸亀市内に勤務の方
◆概ね生後６ヶ月から小学校６年生までのお子さんを
お持ちの方

10：00〜16：00

３月11日（金） 飯山総合保健福祉センター2階

〜まかせて会員（援助したい人）〜

10：00〜16：00

◆丸亀市に在住、または丸亀市内に勤務している20歳
以上の方
◆お子さんが好きで、原則として自宅で預かることの
できる方
◆センターが開講する養成講座を受講修了された方
※上記の両方を兼ねることも可能です

無料

３月20日（日） アイレックス

10：00〜14：00

（ふくしフェスティバル会場内）

●当日持参するもの →身分証明書・印鑑
◆予約のうえ、当日お子さまもご一緒にお越しください。

☎22-5700

FAX 23-8110

いわさき

かわ た

子育て担当：岩﨑・川田

お気軽にご相談ください。

専 門 相 談

弁護士(法律)・司法書士(相続・登記)・社会保険労務士(年金・労働)の専門相談です！
お早めにお申し込みください。
1人につき30分程度
相談時間
弁護士相談 (要予約）
場

所

ひまわりセンター
（丸亀市保健福祉センター）
☎２２−５７００
綾歌保健福祉センター
☎８６−２８８１
飯山総合保健福祉センター
☎９８−４１４１
場

9:00〜12:00

所

月

毎

月

毎

月

毎

月

毎

月

第3 水曜日
第２ 木曜日

時 間

9:00〜12:00

社会保険労務士相談 (要予約）
場

毎

第２ 火曜日

所

ひまわりセンター
（丸亀市保健福祉センター）
☎２２−５７００

個人情報については、十分配慮いたします。
市内在住の方に限ります。

時 間

司法書士相談 (要予約）
ひまわりセンター
（丸亀市保健福祉センター）
☎２２−５７００

★
★

第4 火曜日

時 間

9:00〜12:00

ファミリー・サポート・
センターでは

子育て中の家庭で﹁学校行事のと
きに下の子どもをみてほしい ︑残
…
業で保育所の迎えが間に合わない …
︑
冠婚葬祭による外出のとき …
﹂など
育児に関して必要な援助をしていま
す︒また︑﹁たまには好きなスポー
ツをしたい …
﹂などのリフレッシュ
の際もご利用できます︒
サポートの予定はないけれど︑登
録を済ませていれば︑必要になった
ときに利用できます︒登録はいつで
もできますのでお気軽にお越しくだ
さい︒︵要予約︶

受付窓口変更の
お知らせ

＊ま
ず
は
登録
２月１日よりみな
か
ら！
＊ さまの利便性を考慮
し︑飯山総合保健福
祉センターからひま
わりセンター１階に
受付窓口を変更しま
した︒
今まで以上にニー
ズにお応えできるよ
う努力を重ねて参り
ます︒今後とも︑よ
ろしくお願いいたし
ます︒

◆おねがい会員登録相談会 ◆

〜おねがい会員（援助してほしい人）〜

お申し込み・お問い合わせ先

ファミ
サポ

第3 火曜日

５

相談日（3月〜6月）
３月
４月

８
16
10

12
20
14

相談日（3月〜6月）
３月
４月

22
相談日
３月

15

26

５月

６月

10
18
12

14
15
９

５月

６月

24

28

※社会保険労務士相談は
３月までとなります。

﹁赤い羽根共同募金運

地域で安心して暮らせる

など︑誰もが住みなれた

﹁赤い羽根共同募金﹂・
﹁歳末たすけあい募金﹂のお礼

月１日からス

動﹂は

ように幅広い活動に役立

たせていただきます︒ま

月末までの

３ヶ月間︑また﹁歳末た

た︑﹁歳末たすけあい募

タートし︑

月１

募金額（円）
17,575,410
4,247,600
1,643,283
525,013
34,970
24,026,276
0.7％

募金種別

募金額（円）

地域（戸別）募金
法人（大口・中口）募金

6,126,760
70,000

合

6,196,760

計

歳末たすけあい募金配分内訳
配分区分

次年度配分金
3.0％

養護学校・聾学校
2.5％

見舞金

その他の施設
5.8％
知的障害者援護施設
7.8％

すけあい運動﹂は

8.1％

緊急援助事業
1.6％

金﹂は︑地域で支援を必

●寄付金合計額

児童福祉施設入所児支援事業
災害等予備事業

日から月末までの１ヶ月

計

要とする人に見舞金とし

合

間に行いました︒

地域（戸別）募金
法人（大口・中口）募金
職域募金
箱募金
街頭募金

12

12

10

歳末たすけあい募金

●寄付金合計額
募金種別

て︑配分させていただき

赤い羽根共同募金

地域のみなさま方をは

ご協力いただきました

ました︒

より︑多くの善意が寄せ

みなさま方のあたたかい

じめ︑企業︑職場︑学校

られましたことに厚くお

しますとともに︑今後と

ご支援に︑深く感謝いた

﹁赤い羽根共同募金﹂

も一層のご理解︑ご協力

22

礼申しあげます︒

年度

をいただきますようお願

年度︵

募金分︶の在宅福祉・地

い申しあげます︒

は︑平成

域福祉・民間の福祉活動

23

円

みなさまの善意を
福祉のために

3 0 ，2 2 3 ，0 3 6

実績額

生活困窮世帯
54.2％

施設別

件数

生活困窮世帯

415

3,360,000

在宅ひとり親児童

73

146,000

老人福祉施設

22

440,000

身体障害者施設

66

198,000

児童福祉施設

36

108,000

精神障害者施設

40

120,000

知的障害者援護施設

162

486,000

その他の施設

120

360,000

養護学校・聾学校
老人福祉施設
7.1％
在宅ひとり親児童
身体障害者施設 3.2％
児童福祉施設 1.7％
精神障害者施設 1.9％

事業費
2.4％

その他

77

154,000

緊急援助事業

１

100,000

災害等予備事業

１

500,000

児童福祉施設入所児支援事業

１

40,000

次年度配分金
合

6

配分額（円）

計

184,760
6,196,760

平成

寄付者のご芳名

年度

詫間健太郎 藤田茂 河
野虎雄 谷口英子 大西
外科医院 眞光寺 横山
米穀店 ㈲中野餅屋 若
山久代 泉幸子 松原繁
徳井初江 中野実千代
直井茂貴 山地良彦 林
誼 香川澄子 ㈶佐久間
社会奉仕協会 三浦武
香川県モーターボート選
手会 島清則 高畑喜代
光 北本多壽子 小亀商
店 でんでん太鼓 山崎
秋子 四国アセチレン工
業㈱ 丸和給食㈱ 鈴木
為善 鈴木勝栄 中井賢
一 藤田正勝 鈴木巌
山崎充弘 大日コンク
リート工業㈱四国工場
オークラホテル丸亀 丸
亀市漁業協同組合 瀬戸
工産㈱ たくま歯科医院
㈱いんてりあ菅 石川整
形外科クリニック 田中
秀 ㈱西紋商店 鎌田博
丸玉製作所 大川俊夫
秋山行秀 松永接骨院
井脇久子 福田ノブ 図
子芳比古 丸岡勇 高木
富子
須賀肇
尾幸子

バレエ研究所 芥鉄工所
関潔 天野商事㈱ ㈲谷
川石材問屋 ㈲仁尾屋佐
竹商店 牛田釣魚具店
㈲テレビサービス社 山
本啓隆 ヒライ時計メガ
ネ店 塩田倫紀 ㈱成和
山田鋳造鉄工㈱ 香川豊
国㈱ 山地登夫 片岡敬
史 讃岐木材合資会社
鎭西津多子 平尾花火店
四国化成工業㈱ 手打ち
うどんつづみ 田村クリ
ニック おのクリニック
峠弘子 ㈲水川酒店 丸
亀城乾マンション管理組
合 市谷眞知子 若井禮
子 大一楼 らく楽社会
福祉グループグループリ
ビングらく楽丸亀市役所
前 松田理容院 平田歯
科医院 厚仁病院 マツ
バラ洋装店 大川純司
㈲よつば薬局 ㈲ホーラ
イ理容所 武田時計店
富田園茶舗 日本プロパ
ンガス㈱ ㈲三野果物店
一鶴丸亀本店 川上康夫
㈲さとや呉服店丸亀店
㈱秋山寅吉商店 三野津
急送㈱ 島川末吉 山本
敏子 片山美頼 福部勇

３０００ 円以上寄付者 ︵敬称略・順不同︶
※

丸高運送㈱ 杉
エクセル 近藤

■城乾地区

窪田勝 冨田稔 秋山智
弘 本町商店街 ㈲てつ
や産業 都築ふみ江 政
本徹 ㈱若松屋スポーツ
魚武 四宮石材工業 中
山クリニック 中山病院
㈱志満秀丸亀店 アイ眼
科医院 篠原記念病院
宮脇雅代 梶原工業㈱
山内不動産 じゅじゅ
㈱かつや 岡田衣料店
平井果物店 宮本喜美代
㈲十美夫トムソン木型本
社 須崎内科医院 篠塚
智枝子 ㈱藤田電気 ㈲
新名畳店 ㈱四電工丸亀
営業所 ㈱マルナカ丸亀
店 交和自動車㈱丸亀営
業所 ㈲大西由之商店
三木忠製菓㈱ 中野茂
岡田芳仁 ㈲浜一 ㈱名
物かまど丸亀駅前店 赤
松俊男 大倉節子 ㈱カ
メイ務商店 田中通信工
業㈱ 白川昌宏

■城西地区

次の方々からたくさんの善意のご寄付をいただきました︒ご協力ありがとうございました︒

■城北地区
細谷達則 ㈶佐久間社会
奉仕協会 石田豊重 和
泉元一 半田秀行 佐々
原勝幸 ㈱高橋 細川て
る代 横田正和 東理容
門田勝子 竹田敏隆 ㈲
石原建設 三村芳輝 森
祥三 林徳興 嶋田幸信
寳月堂 入野会計事務所
㈲福崎商店 鈴木不動産
㈲小谷ビル 河口フジ子
佐野洋 山崎裕子 花谷
接骨院 宮川板金 尾松
静子 大山団扇㈲ 藤谷
明彦 近藤顕一 寒川紘
宇 藤村精肉店 ㈱加藤
工務店 小山安造 大成
不動産 多岡秀子 米本
憲司 丸亀林病院 大西
食品㈱ ㈱四国自動車部
品商会丸亀営業所 三野
満里子 高橋会計事務所
マルタフードセンター城
東店 秋山どうぶつ病院
池内マサ子 玉井義一
塩田泰義 浜口載 寺田
光彦 吉田折箱店 ㈲西
讃交通 尾池歯科医院
杉山紙業㈲ ㈲吉田材木
店 塩田務 片山貞夫

㈱システムステージ 阪
急鉄工㈱丸亀工場 三菱
電機㈱受配電システム製
作所 柳原正人 倉敷紡
績㈱丸亀工場 吉岡儀雄
大崎造船鉄工所企業組合
倉本美由貴 中央開発㈱
四国ガルバ㈱ 清水木材
㈱丸亀工場 ㈱宮武讃岐
製麺所 パワーシティ丸
亀 大同ゴム㈱ 小阪広
義 第二建築㈱ 菱電ス
イッチギア㈱ 原田義郎
中央電機㈲ ㈲藤木 村
上尚 松田鍈明 安藤實
増田等 ㈱日柳印刷所
京都ハウジング㈱ 平田
馨子 おおつか内科医院
宮野病院 成田珠枝 阿
波惣 大庭産業㈱ ㈱四
国建材社 第一生命保険
東四国支社丸亀支部 みち
や寝具店 島村商店 法
音寺 ㈲細谷印刷所 四
国団扇㈱ 曽根照正

■城南地区

辻松外科内科医院 香川
県団扇商工業協同組合
入江団扇㈱ 大西歯科医
院 新日本カレンダー㈱
丸亀工場 中山幹雄 山
地美恵子 西股千鈴 山
地隆税理士事務所 ㈲み
ずほ 笠井外科胃腸科
嶋田昭 平田建設㈱ 村
山恭子 小野怜子 松永
和子 松岡豊治 宮武好
美 馬場進 マルタフー
ドセンター今津店 ほそ
だこどもクリニック
ピーマン塩屋店 秋山卓
之 永安工務店 西紋病
院 高木新建材㈱ 三栄
産業㈱ ゆめタウン丸亀
㈱藤伸開発 岩山歯科医
院 香川クリニック ま
めや商店 馬渕紀夫 大
倉工業㈱ 三原敏行 十
河皮膚科医院 白川眼科
医院 馬場禮子 川井整
形外科クリニック

■城坤地区

㈲タカシマ工芸 山内商
事 崎川善史司法書士事
務所 モリタニサイクル
五百森信幸 五百森末子
㈱丸井工務店 山内光子
池田隆 サンショップ大
岡 トヨタカローラ香川
㈱ 丸 亀 店 Ｅ Ｇ Ｏ美 容 室
三船病院 合名会社友愛
工業所 山野設備工業㈱
㈱中山建設 あいらんど
︵喫茶︶ 東洋舎田村店

(相)

ＪＦＥメタルファブリカ
㈱ 宮地電機㈱西讃営業
所 ㈱楠本土建 中津万
象園 ㈱伏見製薬所 四
国ガス㈱丸亀支店 渦潮
電機㈱丸亀工場 四国港
運㈱ 信和工業㈱ 亀山
石油㈱ 麻田総合病院
矢野工業㈱本社 中山三
星建材㈱丸亀工場 日本
機械建設㈱丸亀工場 東
洋テックス㈱丸亀工場
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㈲宮川材木店 藤本耳鼻
咽喉科医院 丸亀犬猫城
南病院 アクサス㈱丸亀
山内美智子 岸川脳神経
外科医院 ㈱光建設 酒
井塗料㈱ 山野健雄 塚
本好則 窪田國夫 中村
光雄 桑名久美子 ㈱新
光住建 ㈱丸善土木 ㈱
木谷仏壇丸亀本店 ㈲尾
崎硝子店 香川トヨタ自
動車㈱ときめっく丸亀店
富士産業㈱ 田中俊男
西村ジョイ丸亀店 ㈱竹
商 アズマ歯科クリニッ
ク 香川智子 ㈱横田ミ
シン工業所 十河三好
西川裕子 宮本ヒトミ
藤澤啓子 福本テレビ
サービス ㈲丸協印刷
高橋悠一土地家屋調査士
事務所 秋山光宗 檜垣
伊都江 ㈱伴建設 浅野
美佐子 菓子庵みどりや
いろは堂薬局 四国新聞
丸亀南部佐藤販売所 す
ずらん︵喫茶︶ おかだ
小児クリニック 四国福
音キリスト教会 吉田石
油店㈱丸亀サウスＳＳ
岸本内科 岸本歯科医院
田村土建㈱ ㈱惣田農機
丸亀 アルバス 善照寺
高木利明税理士事務所
大津則夫 田村貢 廣田
恭子 大企建設㈱ スタ
ジオ仁 ㈱丸亀地所 は
やしクリニック 横井雅
代 東四国スバル㈱丸亀
原田店 パチンコたまや
丸亀店 ㈱合田工務店丸
亀営業所 ㈱ジャパンス
イミングスクール丸亀校
川内洋一 亀山順一 畑
山良子 戸倉接骨院 秋
山佳弘会計事務所 大西
学 大喜多定男 秋山匡
畑山進

㈲平川工業 大林歯科医
院 丸尾歯科クリニック
㈱宮前電機工業 ㈱綾電
工 よしむら美容室 秋
山恒喜 小橋順子 ㈱香
川銀行郡家支店 旬物語
㈲くらや丸亀店 四国ア
セチレン工業㈱ ひらた
動物病院 香川運送 夏
見歯科医院 共栄印刷㈱
四国塗装工業㈱ ㈲平山
ゴルフ修理・販売 大宝
㈱ ㈲原ビル 認知症家
族の会荒木 大建住宅㈱
郡家興正寺別院 ベー
シック㈱ かりん薬局丸
亀郡家郵便局 森里淳美
山川政子 レディネスス
ポーツクラブ こだま美
容室 中岡電気㈱ 山上
博 ㈲赤澤鋼業 山栄建
設㈱ 総合開発㈱ ぷち
ショップあらい ㈱丸亀
工業所
健仁会岩本病
院 ａｚ アズ︵美容院︶
行成禮子 みやこ美容室
カーブス郡家 西内浩三
秋山定 西内正敏 三井
純一 新居政信 いんて
りあ・あきやま 松原基
義 ㈱加藤組 拓東工業
㈱ 高田酒店 横北隆
木村機工㈱ 四国グリー
ン産業㈱ 山上基 松本
公伸 山上信子 まつね
クリニック ㈱潮製作所
山内治療院 香川伸子
行成俊之 麺通堂 新鮮
市場きむら丸亀三条店
西宮自動車 ㈲香川自動
車 ㈱オークラハウス
武田龍広 武田義則 ゆ
うぱん ミートショップ
イナオ 大西照子 ㈱サ
ンレック 西風繁義 ㈱
ミヤタケ塗装 重成貴美
子 香川春江 高畠一徳
矤上俊和 山上元伸 ㈱
光工作所 読売新聞ＹＣ
丸亀南 ㈲片岡建築設計
事務所 平尾盛春 曾根
材木店 行成介志 ㈲行
成建材 ㈱重成土建 四
国エックス線㈱ 丸亀美
顔教室 草薙商店 池田
浩 ヘアメイクエアリー
田川自動車㈲ ㈲まごこ
ろ石材 大西修 小林翼
フレンド四国丸亀店 橋
本美智子 亀山建設㈱

■垂水地区

㈲横川ポ

岩井郁子 鈴木紀美江
㈲垂水パック ヘアーサ
ロン宮武 今田医院 堀
川満弘 岩井朝幸 サン
ミストかたぎり ㈲共栄
工業 大西照子 内海接
骨院 ㈱大丸工業 ㈲内
藤紙工所 マサ子美容室
やまぐち歯科医院 牧田
信幸 ㈱王子製作所 奥
田徹 シコク環境ビジネ
ス㈱ 藤本サカエ 秋山
茂雄 白ゆりドライク
リーニング工場 瀧口加
津枝 ㈲岡崎酒店

■川西地区
㈱ウエル西川

リエチレン工業所 浦島
餅店 堀内保幸 ㈱ユニ
ティー ㈲中富工業 ㈲
岩崎自動車 ダイナム香
川丸亀店 三和鉄工 ㈲
イワサキコーポレーショ
ン フジグラン丸亀 岩
﨑正朔 農協食品㈱ は
ら皮フ科 ふたご山クリ
ニック ㈱ＪＡ香川ライ
フサービス ミーエナジ
㈱ガソリンショップ丸亀
店 ㈲サカイ商事 フジ
グラン丸亀内郵便局 ㈲
昭栄興業 フォワード㈲
氏家接骨院 極真カラテ
香川支部 大二アルミ工
業㈱ サルビア コスモ
石油販売㈱四国カンパ
ニーセルフ＆カーケア川
西 秋山楽器 さぎおか
歯科医院 横井不動産商
事㈱ 関西テープレコー
ダ㈱ ㈱菅電エンジニア
リング 菅原文隆 石野
宗吉 コープ歯科まるが
め診療所 近藤善信 グ
ループホーム玉うさぎ
関西水栓㈱丸亀営業所
㈲鎌田商店 まつむら医
院 ㈱四建プラント 西
讃サッシ販売㈱ 平井俊
子 高木園芸 ㈲長田工
務店 幸元敏 ㈱四国巡
拝用品センター 近藤総
合家具 ㈱隆和工業 ㈲
多田板金 ㈱瀬戸内重機
ギフトアオタケ 四国ア
セチレン工業㈱ 双葉建
設㈱ 大林信樹 多田登
紀子 香川県農業協同組

合川西支店 三和建鉄㈱
㈱福原商店四国支店 ㈱
清和設計事務所 香川県
西部生コンクリート協同
組合 竜王金属㈱ 竹内
耳鼻咽喉科医院 中西電
機㈱丸亀営業所 馬場接
骨院 矢野茂喜 グリー
ンヒルズ香川 草薙不動
産 あさひ調剤薬局川西
店 ㈲西口屋 柴田整形
外科クリニック 丸亀川
西郵便局 別所電線㈱丸
亀工場 讃高仮設リース
㈱丸亀機材センター ㈱
富士薬品丸亀営業所 ㈱
ニーズ ㈲ツカサ ㈱フ
ジコー ㈲池田食品 小
田眼科 松永博文 山地
敏照 溝渕義雄 パチン
コたまや郡家店 城辰建
設㈱ オレンジハウスヤ
ノ ㈱マルナカ郡家店
豊澤幸雄 ㈲エリア 公
栄建設㈱ ㈱きさらぎ郡
家店 ㈲仙波設備工業
サンプラザ矢野 やまじ
歯科医院 ㈲ヨシカワ塗
装 ㈱協和土建 瀬戸内
クリニック 山田歯科医
院

■飯野地区

江戸歯科医院 ㈲稲尾工
務店 ㈱横田瓦工業所
正岡の焼肉レスト国道店
薔薇都︵喫茶店︶ 山神
印刷製袋㈱ 天下一品丸
亀店 ㈱名物かまど丸亀
国道店 ㈲松野鉄工所
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■郡家地区
タナカ美容室 高木英子
桜田金物㈲ カラオケプ
リンセス 草薙一 コー
プ郡家 井澤久司 やき
とりしん吉 ㈱メテル
テック ㈱青葉教育社
高木豊 四国コカコーラ
ボトリング㈱丸亀営業所
御料理食楽 本田裕子
㈲ヨコイタクシー ㈲青
木カラーサービス社 河
西栞 西河自動車 ヘ
アーサロンおおつか 大
正堂 中北信雄 じゅん
美容室 河井敏春 徳田
哲男 中北三代子 ㈲ひ
かり工芸 ビューティＭ
ｉｎ ｉ 中 北 酒 店 ㈲ 森
重建 広瀬早智子 ヨコ
セ歯科医院 杉尾眞澄
国方真弓 佐々木弘子
世俵智 高木組㈱ 大橋
自動車 丸岡冨士子 山
崎浅子 平尾アヤコ ㈲
カーパートナー村山 ヘ
アーサロンヒーロー 宮
武健 多田義典 山口接
骨院 宮武歯科医院 森
本正子 ㈲光新電機商会
山下博 宮武惠美子 池
内廣子 ㈱琴平工業所
（医）

■広島地区

マート丸亀今津店 美容
室ボン 丸亀食品企業組
合 百合動物病院 香川
光義 白井秀信 丸亀鉄
工㈱ 平和写真印刷㈱

■富熊地区

■栗熊地区

くすはら整形外科・外科
医院 楠原内科医院 新
栄通信建設㈲ ＨＡＮＡ
ＫＯ 瀬戸荘 ㈱四国物
流サービス

しげのぶ医院 ㈱真鍋商
事 ㈱久保田麺業 ㈱ホ
ンダオート香川 山一木
材㈱ ㈱福岡商会 ㈱池
田工務店

㈲栗林石材店 横瀬實
㈱松下土木 ㈲三野石材
店 東知江子 ㈲石の中
谷 砂川光利石材加工店
上野孝雄 金崎商事㈲
森近石材店 青木石材協
同組合

■本島地区

ア山竹 ＪＡ香川県坂本
支店 ㈱ホンダ販売香川
㈲エル工業 空本クリ
ニック 竹川整形外科ク
リニック 正木薬局川原
店︵介護事業部︶ ㈲北
畑開発研究所 香川シー
ムレス㈱ 飯山郵便局
平川クリニック ㈱カナ
マル 高畑製材所 ㈱郡
家工務店 ㈱常盤製作所
坂出工場 ㈲ターフ産業

もも調剤薬局

■その他

飯峰亭

丸亀市福祉ママ会議連合
会 国際ソロプチミスト
丸亀 今治造船㈱丸亀事
業本部
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おおくぼ内科医院 本川
歯科医院 ㈱藤井食品
㈱池田工務店

㈲四国テクニカ 長尾建
設 文具生活丸亀外商部
㈲トヨシマハウジング
豊嶋建設㈱ ㈱綾野製作
所 ㈲藤原石材工業 林
屋呉服本店 ㈲山地自動
車 ㈲豊島設備 ひらた
㈱四国電水 ＪＡ香川県
法勲寺支店 近藤歯科医
院 ㈱龍満組 ㈱盛和エ
ンジニアリング 平尾石
油 ㈲大和地所 四国新
聞飯山三好販売店 ㈲三
好電機店 ㈱新居組 ㈲
三好建材店

歳末たすけあい見舞金をいただき
ありがとうございました。
大切に使い、楽しいお正月を迎え
るようにしたいと思います。
中学校になったら、文具を買いた
いです。
（小学校６年生児童より）

歳末たすけあい見舞金をくだ
さって、ありがとうございました。
ぼくが大きくなるまで、大切に
取っておきたいです。
(小学校４年生児童より)

■飯山南地区

小阪漁業協同組合 織部
清市 濵田繁男 大江員
代 倉藤始 木下美保子
福田漁業組合 長尾憲人
峠嘉吉 横山仁 塩飽勤
番所顕彰保存会長吉田智
彦 本島漁業協同組合
峠安子 天理教本島大教
会 笠島漁業組合 ほん
じまデイサービスセン
ター 本島汽船㈱ 木下
五十鈴 吉田豊 長尾澄
子 ㈲冨木田電機商会
香川フミヱ 冨木田照代
長尾明信 入江幸一 宮
本 孝 高 徳 浩 和 Ｊ Ａ香 川
県丸亀北支店本島出張所
大伴佳司 白井壽一 塩
飽建設㈱ 森中恒夫

㈲川原商店

㈲インテリ

■飯山北地区
丸尾歯科医院

■岡田地区
近石恵三

を紹介します

新光電装㈱ ㈱秋山組
㈱土器川砕石 有家 横
田工業㈱ 松永工業㈱
三谷医院 うどんの庄か
な泉丸亀店 播州電機製
作所飯野工場 飯野屋う
どん店 横田葉子 ㈲横
田商事 平田農機商会
四国交産㈱ ㈱入江化学
ドライ丸亀工場 ㈱高倉
組 エスポワールド 大
浦明弘 ㈱はやぶさ ㈱
中村両栄舎印刷所丸亀営
業所 ㈲前田総業 佐藤
紙器㈱本社 吉永歯科医
院 岩崎タクシー㈲ ㈲
仁大工業
こどもクリニック 三浦
内科みちこ小児科クリ
ニック ㈱保険クリニッ
ク 西野金陵㈱丸亀支店
㈱朝日大阪プリンテック
四国工場 アイエン工業
㈱香川支店 四国化成工
業㈱ 荏原エンジニアリ
ングサービス㈱丸亀管理
事務所有志 髙木節子
佐久間象三 ヤンマー農
機販売㈱四国支社 ㈲則
兼京商店 ㈲永池断熱
大谷紀一 ㈱真鍋令建築
設計事務所 荏原環境プ
ラント㈱ さかえドライ
㈱丸亀支店 日本ペイン
トマリン㈱丸亀出張所
井上壽美子 塩田歯科医
院 片岡弘子 ㈲オハ
ヨー牛乳木下販売店 北
四国運輸倉庫㈱ ㈱香川
県中部流通センター 谷
タイヤ㈱土器工場 中央
電業㈱ ㈲讃栄自動車㈲
三木 ㈲花輪のよしだ吉
田葬祭会館 藤田徳治
らくれん牛乳沖野販売店
磯野國昭 ベルモニー葬
祭西讃 三聖建設㈱ 香
川幸子 マリオン土器
ガーデン管理組合 香川
義宏 向谷税理士事務所
好永千惠 丸亀土器東郵
便局 ㈲佐野興産 エ
ム・コレクション丸亀店
中尾貞夫 平井さち子
立光建設㈱ ㈲丸穂自動
車 丸蒲食品㈱ シュー
ズモトキ土器店 丸亀ス
ターボウル ファミリー

児童養護施設からの

■土器地区
香川健 香川洋子 ㈱マ
ルナカ土器店 徳永豊税
理士事務所 ㈱菅組丸亀
営業所 二宮正明 くろ
いわ産婦人科医院 えの
もと皮フ科医院 しょう
じ眼科 まるがめ贈答
小林洋子 菊川映子 ㈱
岩崎建設 オルソサポー
トシステム 山内機械㈱
稲尾桂子 香西紀子 真
栄産業㈱ 堤三郎 實近
昭紀 山田石油㈲ ㈱瀧
口ビル 米澤建設設計事
務所 浜西石材㈱ ㈱琴
参乗用車センター 桑野
好美 井川彰 香川県中
部青果㈱ 関西ペイント
㈱四国営業所 ㈱高木工
業所 鎌倉伊都夫 髙木
芳子 宝光寺 もりもと

『ありがとう
メッセージ』

過日、歳末たすけあいお見舞金をいただ
きありがとうございました。有効に使わせ
ていただきたいと思っております。
冬休み・クリスマス・お正月と首を長く
して待つ子どもたちの笑顔をみると心和み
ます。寒い中、元気に走り回る子どもたち
から元気をもらっているような気がします。
(施設長より)

〜ご近所同士が支え合う
仕組みづくり〜
地域で暮らす人々には︑一

ある人など︑何らかの支援を

必要とする人たちが生活して

います︒これらの方が︑住み

なれた地域で安心して暮らせ

〜あなたの携帯電話へふくし情報が〜

①役立つふくし情報を
みなさまへ

〜﹁救急医療情報キット﹂の
ご案内〜

③﹁もしものとき﹂の
安全・安心

緊急時︵救急車依頼時︶
に本人が病状などを説明す
ることができない場合︑救
急隊が保管されている情報
をもとに︑かかりつけ医療
機関や搬送先医療機関など
との連携により︑迅速な救
急活動ができるように役立
てられます︒
救急時に必要な﹁緊急連
絡先︑持病︑かかりつけ医
療機関︑服薬︑アレル
ギー﹂などの情報を記入し︑
キット︵容器︶の中に入れ
て指定場所に保管しておき
ます︒
﹂のときの安
﹁もしも …
全と安心を守る取り組みと
して︑４月１日より 歳以
上の高齢者や障がい者など
の希望者に無料で配布いた
しますので︑お気軽にお申
し込みください︒
65

お問い合わせは …
☎ ２ ２ ５- ７ ０ ０
みなみ
おおい
南・大井まで
地域福祉担当

あなたのまちの
身近な相談相手

〜民生委員・児童委員を
ご存知ですか〜

厚生労働大臣の委嘱を受け︑
市民のみなさまを支援してい
ます︒
民 生 委 員 法 に よ り 任 期 は３
年と定められており︑平成
年 月１日に一斉改選が行わ
れました︒

お住まいの地域を担当して
いる民生委員・児童委員への
ご相談は︑左記の窓口までお
問い合わせください︒
●健康福祉部福祉課
☎２４ ８- ８０５
●民生委員児童委員協議会連
合会
☎２２ ５-７ ００
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るためには︑見守りネット

ワークを形成することが必要

です︒
現在︑市内において福祉保

健推進委員や民生委員・児童

今や誰もが情報の伝達手段とし
て携帯電話を持っています︒
民生委員・児童委員や福祉ママ
など福祉委員を対象に︑悪徳商法
や行方不明者の捜索などの情報を
共有することで︑事故などを未然
に防ぐほか︑早期発見にも繋がり
ます︒
ご理解のうえ︑ご協力いただけ
る方はどなたでも登録することが
できます︒詳しくはお問い合わせ
ください︒

②地域で安心︑
見守りサポート
〜日頃の業務で気付いたことを〜
毎日の業務で地域を巡回してい
る企業︵新聞販売店など︶と協定
し︑訪問している家庭の異変に気
付いた時に連絡︵通報︶していた
だく仕組みづくりをしています︒
また︑ご近所でのお気づきの点
がございましたら︑ご連絡くださ
い︒
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市長から委嘱状を伝達

委員が中心となって見守り・

支援活動を展開していますが︑

地域には多岐・多様なニーズ

が潜在しているため︑把握に

はきめ細かな訪問や声かけに

よる見守り支援が求められて

います︒
社会福祉協議会では︑企業

や団体︑またご近所の住民が

お互いに支え合う仕組みづく

りを推進しています︒

この人を探
しています。

人暮らしの高齢者や障がいの

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり

年9月1日〜
年1月

日

︵新浜町・１万円︶
㈱山倉建設︵多度津町・３万円︶

紙芝居クラブ
︵大手町・門松一対︶

昭和〜平成へと
住民とともに
歩んだ

〜﹁社協のあゆみ﹂発刊〜

昨年は︑旧丸亀市
社協が法人化して
年︑綾歌町社協が
年︑飯山町社協が
年それぞれの歴史を
経て平成 年３ 月に
新設合併し︑５ 年目
を迎えました︒
﹁社協のあゆみ﹂
の主な内容は︑旧社
協が取り組んだ事業
を写真集にまとめ︑
記念座談会の開催や
関係資料などから見
れる歴史と展望が満
載となっております︒
詳しくご覧になりた
い方は︑ホームペー
ジからの閲覧︑もし
くは本所︑各分室へ
お越しください︒
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みなさまからの
心温まるご寄付
ありがとう
ございました︒
平成
平成
前 号№ ﹁ か け は し ﹂ 香 典 返 し 寄 付 金
の欄で︑記載に間違いがありました︒
関係者に大変ご迷惑をおかけいたしま
したことを深くお詫び申しあげます︒

香典返しのご寄付をいただきますと︑挨拶状を無料で印刷させて

月

︵土器町・８万円︶

国際ソロプチミスト丸亀

︵西本町・５万円︶

丸亀教会婦人会

豊︵金倉町・金一封︶ パーフェクトリバティー教団

◆

いただきます︒お問い合わせください︒︵☎22ー5700︶

◆ ９月
勝村

三菱電機㈱受配電システム製作所

松川 幸則︵飯山町・７万円︶

月

︵蓬莱町・１００万円・デッキボード︶

◆
︵山北町・２万円︶

佐久間太喜︵津森町・金一封︶ 丸亀営業写真家協会
古市 義徳︵綾歌町・５万円︶

︵津森町・金一封︶

宮井 政幸︵飯山町・金一封︶ インデュアホーム香川西
横山 正明︵垂水町・ 万円︶

︵綾歌町・５万円︶

香川県藤井高等学校

大前タツコ︵土器町・金一封︶ 田所 繁義︵原田町・ 万円︶

月

香川県民謡連合会
◆
和彦︵飯山町・金一封︶
◆ １月

︵土器町・軽自動車︶

（http://www.marugame-shakyo.or.jp/）
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藤井 一成︵綾歌町・金一封︶ 丸亀市シルバー人材センター
進

髙木 茂美︵綾歌町・ 万円︶

︵川西町・５万円︶

車両贈呈

福祉のために役立てて欲しい

22

︵塩屋町・３万円︶ 国際ソロプチミスト丸亀

夢傘カラオケ友の会
凡蔵会

香川 龍玄︵今津町・３千円︶
収集ボランティアさつき会

香川県生命保険協会様より

●香典返し・誕生・結婚・快気祝などの一部
●バザー、コンサート、発表会などチャリティーイベ
ントの収益など

17

12

国際ソロプチミスト丸亀様より

車両贈呈

あなたの気持ちを福祉のまちづくりへ

31
10

11

（敬称略）

10

︵大手町・未使用切手︶

29 26 50

座談会のようす

お詫び

付

●香典返し
寄付金
●一般寄付
金●物品寄
10

の確定申告の必要がない方で、住民税の寄附金控除のみを
受けようとする場合は、丸亀市税務課（☎ 23-2111）で
簡易な申告もできます。
寄付の際に交付された寄附金の証明書などを添付して、
住所地（納税地）を管轄する税務署（丸亀税務署☎
23-2221）で確定申告を行ってください。なお、所得税

善意の窓
10

11

寄附金控除の適用を受けられます。

▼

こんな善意の気持ちを
お届けください

社会福祉協議会のホームページをリニューアルしました。

市民のみなさんに「福祉」を身近に感じてもらえるよう、「見やすく」、「使いやすく」、「も
う一度見たくなる」ようなデザインに一新しました。
多くの方々が新しい繋がりを持てるよう、イベントや講座の案内など様々な情報を発信します。
http://www.marugame-shakyo.or.jp/

第１回
平成 年３月１日発行
企画・発行 ／社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会
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ふくしフェスティバル
ま る が め

＜場所＞
綾歌総合文化会館

アイレックス

3.20

日

10：00〜14：00

日時

20

3/
1回目
2回目

おうちで使わ
なくなった
おもちゃや絵
本、ぬいぐる
み
などを持って
遊びに来てね
!！
※持ってくる

（日）

10：25〜
13：30〜

観覧無料

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

バザーコーナー
ご 当 地 B 級 グ ル メ
第1回

第2回 讃岐Ｂ級
讃岐Ｂ級
グルメグランプリ グルメグランプリ
さかいで金時丸
かっしゃ焼

●骨付鳥 ●ししカレー ●古代米おはぎ
●ピリケン焼きそば ●スペアリブ
他にも…
手打ちうどん、ポン菓子、お寿司、赤飯、ポップコーン、
綿菓子、フランクフルト、さつま揚げ、いいだこ天

フリーマーケット

あそび方

大ホール

かえっこの

場所

おもちゃは、
おうち
の人と相談し
ましょう

１ おもちゃをもってくる
２ ポイントにかえる
３ すきなおもちゃとこうかんする

体験コーナー
●マスコット人形づくり
●セラピューティックケア
●指文字名札づくり
●ミニ手話講座

●介護トレーニング
●ふるさと遊び
●うまくおはしが使えるかな？
●伝言ゲーム

パネル展示
ボランティア団体や福祉施設
の活動紹介や会員募集などの
「福祉」情報が満載♪

縁日・即売など出店者を
募集しています。詳しくは
事務局までお問い合わせください。

主催：ふくしフェスティバルまるがめ実行委員会・社会福祉法人丸亀市社会福祉協議会
共催：NPO 法人丸亀ボランティア協議会

後援：丸亀市・丸亀市教育委員会

お問合わせ先 事務局（丸亀市社会福祉協議会内）丸亀市大手町二丁目１番７号 ☎0877-22-5700
印刷／︵株︶弘栄社

【配布に関するお問い合わせ】

この社協だより「かけはし」は、（株）丸亀急配に委託し、市内の全世帯に配布しています。配布についてのお問い合わせは、同社☎23−3201
までご連絡ください。なお、城乾地区に限っては、港、ふれあいのまち城乾 ☎21−0012までご連絡ください。

