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各小学校区で、子どもから高齢者までの見守り活動をしたり、身近に集まれる場
を作ったりしているのが「学区福祉委員会」です。市内では、老若男女問わず
福祉委員が活躍されています。
実際に福祉委員として活動に参加をされて２年になる菟道第二学区福祉委員（福
祉サポーター※）の堀井 千代子さん、榎木薗 靖子さん、久保 優子さん、真田 
カズエさんにお話を伺いました。

※地域により名称が異なります。

後列左から

堀井千代子さん
榎木薗靖子さん

前列左から

久保　優子さん
真田カズエさん

～コラボネット宇治～
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福祉委員ってどんな人!?
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「難しいことではなく、身近なこと」を
伝えたい

かわせみってどんなところ？

特定非営利活動法人京都南部の精神保健福祉をすすめる会「かわせみ」（以下、NPO法人かわせみ）では、『知ってほしい、心の病
気のこと。』を発行されています。この冊子は、マンガも入ってわかりやすい冊子になっています。

かわせみってどんなところ？

「難しいことではなく、身近なこと」を
伝えたい

『知ってほしい、心の病気のこと。』
NPO 法人か
わせみのはじま
りは、平成５
（1993）年に宇
治市内の病院の
相談員や施設の
職員、保健所の
相談員、ボラ
ンティア等が

集まった「宇治市精神保健福祉懇話会」です。平成 11
（1999）年に、NPO法人になりました。当時、精神障
がいのある方を支援する団体、制度も少なく、そのなか
で、月１回の精神障がい者の夕食会「まんぷく会」など
を始めました。
会員に精神障がいのある方もおられるのが特徴で、現
在は理事 14 名、会員数は約 50 名です。精神障がい者
の暮らしや制度について知っていただくために、「ここ
ろの健康市民講座」、「トークセッション」などを年に数
回実施しています。

最近ではこの冊子を使い、関係機関と協働で、中学校
や高校に出前講座なども行っています。そこでは、主に
①予防、②発病したらどうしたらいいか、③心の病気の
ある人たちへの理解、の３点について伝えています。
“今後心の病気のある人が語ることが増え、学校の福
祉学習などのカリキュラムになったらいいな。”とそん
な夢を持って活動されています。

冊子や、福祉学習に関してのお問合わせは、
NPO法人かわせみ（電話 31-5088；洛南共
同作業所内）へ。

昨年 11月に開催した「宇治福祉まつり」の企画として実施した「響
け！写真コンテスト」。宇治が舞台の小説で、アニメ化もされた「響
け！ユーフォニアム」を地元からも応援しようと、写真作品を募集
しました。宇治市内を中心に遠くは宮城県石巻市から、計 40 点の
ご応募をいただきました。

自分の母校である城南高校はすでに
西宇治高校との統廃合により校舎が
なくなっており、跡地には宇治支援
学校が開校しています。
旧校舎の木製の床や部室、通い慣れ
た図書室に足を運ぶ事はもう叶いま
せんが、それでも通学路であったこ
の道や風景は、今でも当時と変わら
ず、通るたびに懐かしさを覚えます。

（原作者、武田綾乃さんからのコメント）
写真を見た瞬間、ぎゅっと心臓を掴まれたような気がしました。
ホームに高校生の頃の自分の姿があるような、そんな気がしたからです。
学生の頃は通学のために毎日電車を利用していました。
改札をくぐり抜け、ホームに一人立ちつくす。鞄に入っている文庫本を一冊
取り出し、フェンスに寄りかかりながら文面に目を通す。
あの頃は毎日毎日同じことを繰り返して、持て余す時間を消費していたよう
に思います。
今となっては自由に使える時間もめっきり減ってしまいましたが、また学生
の頃のように鞄に本を忍ばせ、贅沢な時間の使い方をしてみたくなりました。

作品は、福祉まつり当日の作品展での一般投票を経て、審査を行
いました。原作者、武田綾乃さんのご協力も得ながら「金賞」が決
定しました！
皆さまのご応募、ご協力、ありがとうございました。

（原作者、武田綾乃さんからのコメント）
いかにも青春！という感じがする一枚です、なんだか映画のワ
ンシーンみたいですね。
楽器を持ち上げているポーズがとても素敵です、てっぺんとる
ぞという感じがします。
学生生活というのは自分の好きなことを好きなだけやり尽すた
めにあるものだと思うので、娘さんには全力で楽しい学校生活
を満喫してもらいたいなと思います！

娘が小学校の頃、アニメの
けいおん！に憧れ独学で
ベースを始めて５年。
現在高校で 念願だった軽
音部に入りバンドも組んで
軽音で青春しています！

今回の冊子発行は、３冊目。
『知ってほしい、心の病気のこ
と。』は、マンガを入れ、主に
中学生や高校生に読んでほしい
そうです。
「これから大人になる中学生

や高校生など、若い人に心の病
気のことを知ってもらい、差別
や偏見をなくしたい。」

実は、心の病気を初めて発病することが多いのは、思
春期だと言われているからです。だからこそ、この世代
への働きかけが大切だと感じたそうです。

実は、心の病気を初めて発病することが多いのは、思

中学生、高校生に伝えたい「心の病気のこと」

響け！写真コンテスト 結果発表

作品名

帰 途金賞金賞 松本 大輝さん（相楽郡精華町）応募者 特別賞特別賞
作品名

部活帰り 豊山 千恵さん（宇治市明星町）応募者

『知ってほしい、心の病気のこと。』
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宇治市の街づくり活動のサポート

宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）からのお知らせ

（3）

宇治市の街づくり活動のサポート

お知らせ

本事業は、自治会・町内会でお取組み頂いている「歳末たすけあい運動」で
寄せられた募金を基に実施しています。
身近な地域でひとりぼっちにさせないこの取組みは、あなたとそのまわりに
いる地域の方が主役となる活動です。
＊高齢になっても健康を維持したい
＊子育て中の親子同士の友達づくり…など
活動場所の多くは、集会所をはじめとする公共施設。宇治市は他市に比べて
集会所が多いのが特徴で、身近な場所にふれあいの場をつくるのに適した環
境があります。
これまで市内で培われたサロンのつくり方、そのノウハウや工夫・アイデア
をお伝えします。必要に応じて下記の助成金制度が活用できます。
〈申請受付期間〉平成 28年４月１日（金）～４月 28日（木）（土日祝は除く）
〈対象事業〉
①概ね月１回以上、開催するもの。
②１回あたりの利用者の人数は、概ね 10人とするもの。
③地域の相互の支え合いや仲間づくりを目的に、レクリエーション、創作・
軽作業、体操、健康チェック、談話等を行うもの。
④特別な事情を除き、参加希望する方を常時受け入れられるもの。
⑤明確な企画に基づく事業の具体的な計画を持つもの。
⑥運営体制が整っており、自己調
達、参加者負担の努力を行って
いるもの。
⑦実施場所は市内の公共施設、地
域の集会所や集合住宅等の集会
室、個人の自宅などを利用する
もの。
＊ただし、政治活動、宗教活動を
主たる目的とした団体や営利を
目的とした団体、暴力団若しく
は暴力団員の統制の下にある団
体、趣味や同好的活動を主たる
目的に集う団体は除きます。

市民の皆さんからご協力いただいた「共同募金」を基に、宇治市内で活動を
する当事者団体、ボランティア活動団体、ＮＰＯ法人、その他市民団体が実
施する、宇治市の幅広い地域福祉活動に対して、助成金申請を受付けます。
子育てから高齢者の方に関わる様々な活動、地域での防災に向けての活動な
どに助成しています。
〈申請受付期間〉平成 28年６月１日（水）～６月 30日（木）（※土日は除く）
〈使途に合わせて下記の助成金の申請ができます〉

〈申請対象となる団体〉
・宇治市内に所在し、かつ宇治市内をその活動範囲とする、５名以上で構成
される団体のうち、地域の福祉活動を進める財源となる当会会員募集及び
共同募金運動に賛同する団体。
※下記団体は除く
⑴政治活動、宗教活動を主たる目的とした団体
⑵営利を目的とした団体
⑶暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体
⑷社会福祉法（昭和26年法律第45号）第22条に定められた社会福祉法人
⑸学区福祉委員会及び地区社会福祉協議会

〈対象となる事業〉
・地域における福祉のまちづくりに寄与する活動
※当会の他の要綱により助成金を交付されている事業は除く。
〈助成の対象期間〉４月１日から翌年３月 31日まで
※申請時期よりも前の事業についても、適切と認めた場合は対象となります。

申請書類を当会または当会ホームページより入手の上、必要事項をご記入いただき、当会窓口にてご提出下さい。活動の
内容や団体概要等を伺います。

助成金の種類 助成金の使途 助成限度額 助成割合

事業助成 団体が実施する事業
に対する助成

１事業５万円
（上限：１団体３事業
15万円）

事業費の３分の
２を上限に助成

運営助成 団体が活動する経費
に対する助成 １団体２万円 なし

新規事業助成
※通年にて申請可

団体が新たに実施す
る事業に対する助成

２万円～10万円
但し助成額は実施す
る事業の規模・重要
度に応じて決定

なし

今年度の会員へのご加入と会費のご協力、寄付の
ご協力をありがとうございました。
４月から、住民会員募集が始まります。自治会・
町内会の皆様には、ご多用の折お手数をかけます
が、学区福祉委員会の活動を支えたり、地域で暮
らしにくさを抱える障がいのある人や高齢者を支
えるために、皆様からご協力をいただいた会費を
役立てています。次年度も当会の会員へのご加入、
ご協力をお願いします。
平成27年度のご協力状況（平成28年２月１日現在）

※寄付金とは住民会員一口 500 円に満たないご協
力分です。

今年、うじピョン、ちはや姫、チャチャ王国のおうじちゃまの絵柄の年賀はがきが届いた方もおられるはず…

―１枚につき10円が赤い羽根共同募金に寄付されるオリジナル年賀はがきです。―

作成を担当したのは、「青年の社会参加を応援する会実のり」と「NPO法人まちづくりねっと・うじ」。
当会は、暮らしに困りごとがある方、生きにくさを感じておられる方同士がつくる家族会や ICT支援を通
じたまちづくりをする団体など、あらゆる分野の方々との調整を図り、民間
性の強みを活かした地域福祉活動を進めています。
これらの「寄付つき」のアイデア品は、他市においても企業、事業所と共同
募金会との協働（コラボレーション）のなかで実現しています。
「じぶんのまちを良くするしくみ。」にご理解とご協力をお願いします。
前年度実績額を上回るご協力をいただきありがとうございました。
平成27年度赤い羽根共同募金額：12,484,909 円（平成28年２月１日現在）

住民会員 9,835,000 円

寄付金※ 1,812,986 円

事業所会員 1,008,000 円

団体会員 501,200 円

施設会員 301,000 円

特別賛助会員 707,900 円

会員へのご加入のお礼とお願い宇治市共同募金会×年賀はがき ～共同募金の輪が広がるように～

企業・商店・地域の皆様等が所有される建物や空き地等のスペースに飲料用自動販売機
を設置させていただき、その収益の一部を地域福祉活動の財源として活用するという取
組みです。現在、企業や施設、そして地域の公共拠点４か所に計５台の自販機を設置さ
せていただいています。今年度から始めた取組みですが、10ヶ月で 358,850 円もの額
をご協力いただくことができ、心より感謝申し上げます。

電気代、設置費の負担はなく、「約１㎡でできる社会貢献」として、設置にご協力い
ただける方を募集中です！

写真：宇治市共同募金会オリジナル年賀はがき
（7,700枚限定試行）

自動販売機設置事業へのご協力ありがとうございます！

～Hot！ふれあいサロン事業～～Hot！ふれあいサロン事業～

― 助成金制度が活用できます ―

～赤い羽根コラボ助成金～～赤い羽根コラボ助成金～

写真：宇治市共同募金会オリジナル年賀はがき
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宇治市社会福祉協議会（コラボネット宇治）からのお知らせ
こちらの

ページの

お問い合
わせは、

当　会

０７７４-２
２-５６５０

へ

▲

病院くらいでしか近所の方と顔合わせがな
かったのですが、サロンが出来て良かったで
す。子どもさんも来られますよ。

宇治市の街づくり活動のサポート

市内約120ヶ所

申込方法

こちらの
ページの

お問い合
わせは、

当　会

０７７４-２
２-５６５０

へ
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この広報紙は、赤い羽根共同募金配分金で作成されました。

内　容：みんなで童謡や唱歌、懐かしい流行歌を歌ったり、歌いなが
ら指手足の動きをつけたり、全員で大きな輪になり、楽しく
にぎやかに過ごします。

日　時：4月 12日（火）14時半～ 16時
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：300 円
申込先：直接会場へ。林（080-9164-2882）

第16回歌って元気に！
～楽しく！音楽を通して心も体も元気になろう！！～

（主催：響け♪うたごえの会）

のンョピじう のンョピじう 「地元に出かけよう」（催しなどのご案内）※予定が変わる場合があります。事前に問合わせをおススメします。※各団体によって、電話等不在の場合もありますので、ご了承ください。

内　容：動かなくなったらすぐゴミ箱行き。親も子もモノを大切する
心、「何で動かんの？」という疑問の心や好奇心を持ってほ
しい。「子ども達に科学する心」「物を大切にする心」ひいて
は、「人をも大切にする心」を育てたいと活動しています。

日　時：毎月第三日曜日　13時～ 16時まで
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料。ただし、部品交換が必要な場合は実費負担。予約不要。
　問　：山田（090-9619-6645）

内　容：家族を介護されている方々が、日々の介護のつらさ、もどか
しさ、心細さ、そんな気持ちを分かり合える仲間がつくり、
お互いに、助け合い、支え合う団体です。

日　時：4月 30 日（土）14 時～（13 時～会員の総会があり、終了
後開催）

場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料
　問　：当会（22-5650）

おもちゃの無料修理

介護者交流会

（主催：宇治おもちゃ病院）

（主催；宇治市介護者（家族）の会）

内　容：気軽に誰もが来られて、手作りの食事、おしゃべり、イベ
ントを楽しんでいただけるかふぇです。3月は仏師、４月は
お祝いのお花展、カラーコーディネート講座卒業生のファッ
ションショー、５月は童謡の会のコーラスを予定。

日　時：毎月　日曜日　12時～ 15時
場　所：東宇治地域福祉センター
参加費：ランチセット５００円
申込方法：東宇治地域福祉センターにチラシ有。電話、FAXにて申込み。
申込先：市田（31-6048）、内川（22-0529）、木戸（24-4593）
　問　：市田（31-6048）、内川（22-0529）

内　容：「何もしなかった訳じゃないんですよ。あっと言う間に息子
は 40 歳になってしまいました…」相談に来られたお母さん
の言葉です。
一番身近な親や家族は彼らを理解し、励ますために何ができ
るか一緒に考えてみませんか。
社会生活に馴染めず、働く機会を失くしている、そんな若者
のご家族の相談と交流の場。社会に出ていくきっかけづく
り、就労サポートもあります。

日　時：４月２日（土）・５月７日（土）・６月４日（土）13時～15時
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：無料（要事前予約）
　問　：黒川　090-9697-8393　FAX　24-8175

内　容：野外パフォーマンス、模擬店など。地域交流とグループホー
ム建設資金集めの大バザーの開催。

日　時：5月 22日（日）10時～ 15時
場　所：宇治中学校
　問　：太田（23-2129または090-8984-5526）

内　容：ボランティアスタッフと参加者の方々全員で昼食準備を協力
して行い、毎回楽しく、おいしいお料理をいただいています。
その後、希望される方は気功によるリラクゼーションの時間
も用意しております。

日　時：4月～ 6月の第 1日曜日　11時～ 15時
場　所：東宇治コミュニティセンター
参加費：200 円。当日直接会場へ。
　問　：小林（38-1272）

内　容：15歳～ 39歳で、働くことに踏み出したい方等を対象（学校
在学中を除く）とした就労支援を行っています。
応募書類作成・面接へのアドバイスをはじめ「自己理解」・「コ
ミュニケーション力」・「職業研究」・「求人票の見方」等のセ
ミナーを開催。

日　時：毎週 13時半～ 15時。 詳細は、宇治若者サポートステーショ
ンのホームページ（http://www.uji-saposute.net/）か、
下記へお問合わせください。

場　所：宇治（京都南）若者サポートステーション
参加費：無料（定員 10名）
申込方法：予約制。セミナー内容等、電話でお問合わせください。
　問　：山田・中川及び宇治サポスタッフ　28-5223（水日祝を除く

10時～ 19時）

井戸端かふぇ・まんぷくじゃ

家族の交流と相談会

こもれびヤァヤァフェスタ

精神保健「サロンたよりになる輪」

就職活動準備セミナー

（主催：井戸端かふぇ　まんぷくじゃ）

（主催：青年の社会参加を応援する会「実のり」）

（主催：こもれび実行委員会）

（主催：NPO法人生活よろず相談所　たよりになる輪）

（主催：宇治（京都南）若者サポートステーション）

内　容：大正琴アンサンブル演奏を聴いて、みんなで歌って楽しみま
しょう。

日　時：４月８日（金）10時～
場　所：圓蔵院釈迦降誕会（えんぞういんしゃかこうたんえ）
参加費：無料。申込不要。
　問　：永谷（43-5147）、谷（43-8981）

内　容：宇治作業所のびのびを拠点にして「①うたごえ喫茶のびの
び」、ワークセンター宇治作業所を拠点にして「②宇治作業
所ライブよっといで」を開催し、地域の皆さんと交流をして
います。

日　時：①４月 16日（土）13時半～ 15時半
　　　　②６月 18日（土）18時～ 20時
場　所：①宇治作業所のびのび
　　　　②ワークセンター宇治作業所
参加費：① 100 円
　　　　②無料（ただし、飲み物代は実費）
　　　　いずれも申し込みは不要。
　問　：宇治東福祉会　村田（090-6900-4147）

内　容：ボランティアを必要とする人、団体と、ボランティアをした
い人が出会う場所です。気軽にお茶を飲みに来るサロン感覚
の雰囲気を心がけて運営委員が心込めてお待ちしています。

日　時：４月 24日（日）13時半～
場　所：宇治市総合福祉会館
参加費：喫茶引き換え 100 円
問・申込：宇治ボランティア活動センター（当会内）へ電話・ファックス・

メールにてお申込みください。（22-5650）

大正琴演奏を聴いて　ほっこり　楽しいひとときを！

宇治東福祉会　地域交流スペース事業

サロンでお茶を！！　ボランティア マッチング サロン

（主催：大正琴ファンタジー琴
ことねっと

音人＆ミント）

（主催：社会福祉法人　宇治東福祉会）

（主催：宇治ボランティア活動センター）

自治会・町内会をはじめ、ひとりでも多くの方に宇治市災害ボランティア
センターを知っていただき、地域での顔の見える関係づくりの一助にと、
回覧板を無料配布しています。
（A4サイズ・雨にも強い回覧板です）

回覧板の配布 宇治市災害ボランティアセンターとは
赤い羽根共同募金の配分を受けて、お互
いさまの精神のもと、いざというときに
被災者に寄り添った活動ができるように
各種団体とともに災害に関する取組みを
進めています。

宇治市災害ボランティアセンターよりお知らせ


