
Ｎ Ｐ Ｏ

40号
2020.3.25

TEL：48-0008 (FAX兼用）豊岡市竹野町森本984‐1編集：ＮＰＯ法人わいわい み・な・み

ホームページURL：http://waiwaiminami.com/

支え合い生活支援サ－ビスの取り組みについて

竹野南営農組合総会
竹野南営農組合第3回通常総会が令和2年2月23
日㈰にコミュニティセンタ－で開催されました。
事業報告では、農作業の受託業務に加え休耕田を
利用したそば栽培の取り組みが報告されました。収穫
したそばの実は、コミュニティ事業や地域の事業に使
用する予定で、地域の特産品として育てていきたいと
の説明がありました。

決算報告は、農作業の受託も順調に推移、黒字決
算となりました。令和2年度事業計画についても引き
続き、農作業を引き受けることが承認されました。

総会終了後、兵庫県立大学の山端先生から獣害対
策の現状についてお話をいただきました。南地区では、
田畑の農作物を猪、鹿の被害から守るため、電気柵、
金網柵を設置していますが、そこをくぐり抜けて入って
くるため獣害はひどくなるばかりです。
他地域の取り組みの例を参考に金網柵等の管理に
ついて説明いただきました。
今後は、山端先生にご指導いただきながら、獣害対
策に取り組みたいと考えています。

2月23日（日）

事業の主な内容は、次のとおりです。
１ 対象者
一人暮らし等で生活支援の必要な人

２ サービスの内容
洗濯・掃除・買物等日常生活上の支援
*自宅ご本人が不在の場合は、サ－ビス提供は行いません。

３ 利用料金
月６回以上利用の場合 月額 1,500円
月５回以下利用の場合 月額 1,000円

南地区では、高齢者人口413人、高齢
化率41.8％（平成31年3月末現在）で、
今後もさらに高齢化が進んでいくことが予
想され、高齢者のみなさんが1日でも長く
元気で過ごすことが大きな課題となってい
ます。
コミュニティでは、「支え愛通所介護事
業」を実施、月1回36名の方が簡単な体
操、レクリエ－ション等に取組んでおられま
すが、これに加え、1人暮らしの高齢者の
方が、自立して自宅で日常生活ができる
よう、「生活支援サ－ビス事業」の実施に
向けた準備をすすめています。



地域のふれあい

活動報告

ヨチヨチランド・乳幼児親子交流事業

【森本へきち保育園と地域の交流】
2月21日㈮、コミュニティセンタ-でよ
つばの会主催のお味噌汁作りが行わ
れました。
例年実施しているふれあい事業であ
り、保育園児が畑で育てた野菜を使っ
て、お味噌汁作りに取り組む事業です
が、今年は、その野菜が獣に荒らされ
残念ながら、収穫することが出来な
かったようです。地域の方の持ち寄り
野菜を使わせていただき、挑戦される
ことになりました。よつばの会の皆さん
に教わりながら野菜を切り始め、具だ
くさんの豚汁が出来上がりました。
絵本の読み聞かせを楽しみ、有意義な
時間を過ごすことが出来ました。

閉講式

竹野南学園・高齢者学級

パッチワ－ク教室

3月6日(金)、渡辺民代さんを講師にお招きし
て、パッチワ－ク教室を開催しました。8名が参
加されました。3回のコース講座も今年度は、
この日が最終日。素敵な仕上がりになっていま
す。出来上がり作品は、2年度文化祭に展示さ
れる予定です。

子ども教室・・・『春に向かってGO』

お 知 ら せ

⑴竹野南里山の会…竹野南森林公園の維持管理・里山事業年間5回実施
⑵南地区ストレッチクラブ…センタ-内に設置されたトレ-ニングマシ-ンを使って筋トレとストレッチを行う
⑶よつばの会…毎週木曜日喫茶よつばを交流広場わいわいみなみで実施、人づくり事業での協力他
⑷森本お花の会…月1回生け花教室を開催。センタ—玄関ホ-ルの生け花管理
⑸読み聞かせの会…南小学校にて読み聞かせボランティア、その他乳幼児学級、子ども教室での読み聞かせ等実施
⑹カラオケ同好会…大きな声で歌を歌い親睦を深め、健康増進楽しい時を過ごす
⑺囲碁クラブ…囲碁の研修と会員の親睦
⑻おもてなし珈琲…おもてなしの心を大切に親睦を図り健康づくりに努める
⑼森本トリムの会…月2回リズム体操を実施、体力の向上、会員同士のコミュニケ－ションを図る
⑽森本剣友会:…会を通して相互の交流の場とし、少年健全育成に努める。礼儀を正しくする。
⑾竹野南営農組合・・・農地利用、作業受委託調整

5人以上で組織された非営利の団体です。随時登録受付をしています。
申請希望の団体は、竹野南地区コミュニティセンタ-（☎48-0008）まで問合せください。
施設使用料が免除されます。



健 康 ・ 福 祉 【ささえ愛通所サロン】

3月は、うたやゲ-ムの他、ひなまつりを題材に雛
飾り作りに挑戦されました。表情の豊かなおひな
様とお殿様が完成し記念撮影を行いました。お
昼ご飯に、ちらし寿司と茶碗蒸しを美味しくいた
だき、一段とおしゃべりに花が咲いておりました。

とよおか地域づくり大会2020

２月１６日㈰に市民プラザほっとステ－ジで『とよ
おか地域づくり大会2020』が開催されました。豊
岡高校１年生の発表や3組織（コミュニティこくふ、
福住ふれあい協議会、コミュニティ城崎）の発表が
ありました。各地区それぞれ課題解決に向かって
取り組まれている様子が伺えると同時に組織間の
情報交換や交流が深まる場となりました。

視察受入れ

モンゴル国NGO.
『発展のあゆみ基金』

との交流

２月１９日(水)、コミュニティセンタ－で、養父市、高柳
地区自治協議会・高柳広域水土里会の視察受入れを
行いました。県からは「農地バンク制度」と農村の活性
化のための環境づくり、竹野南営農組合からは営農
組合の活動について発表、農業経営と魅力ある地域
づくりについてみんなで考えました。
農業の抱える課題について検討を重ねる中で、引き
続き県からアドバイスをいただくことで、意見集約とし
ました。

【展示】
竹野南地区

わいわいみ・な・み市場出荷者意見交換会

令和２年度わいわいみ・な・み市場開設

令和２年５月７日㈭から１２月17日㈭までの毎週木曜日に開設の予定です

３月１６日㈪、令和元年度運営状況について、出荷者の意見交換
会を行いました。元年度をふり返り反省点や気づきなど意見の共
有を図りました。
昨年は野菜に加え、「手作りみそ」「手作りパン」「栃餅」などが加
わり、売上金額も増加しました。
市場の運営では、開店前の準備、値札シ－ルの貼り方など改善
の必要な課題について協議。
今年も地域のみなさんに喜んでいただけるよう、運営して行きた
いと思います。

地 域 振 興



日 曜日 事業・センタ－貸館状況

2 木 森本お花の会20：00

5 日
しいたけのほだ木作り体験9：30

おまき桜でお花見会10：00

12 日 タケノコ堀り体験10：00

15 水 区長会総会11：00

24 金 2020年度第１回地域コミュニティ組織連絡会13：30

25 土 春の山菜摘み教室9：30

29 水 狗留尊仏まつり10：00

【 お知らせ 】ふれあい ・教室

４月開催予定の事業

毎週月曜日 玄さん元気教室 13：30
毎週水曜日 食事サ－ビス 9：00～11：30

〃 ささえ愛通所サロンわいわいみ・な・み 10：00～15：00 （開所日3/25、4/1.8.15.22）
毎週木曜日 喫茶よつば 10：00～15：00 場所 交流広場わいわいみ・な・み

申込・問合せ先：NPO法人わいわいみ・な・み事務局 ℡/Ｆax48-0008

活動報告

日 時 4月5日（日）午前10時～午後2時
内 容 お花見
参加費 1,000円 食べ放題

飲み物別料金
場 所 竹野町椒（下村） おまき桜広場
※当日は、送迎車がありますので、ご利用く
ださい。
坊岡10時発→桑野本～竹野南地区コミュ
ニティセンタ－→椒おまき桜広場
（各バス停でお待ちください。）
※会場周辺は、駐車場が限られています。
主催 お花見会有志

おまき桜お花見会

日 時 4月25日㈯ 午前9時30分～午後1時
内 容 山菜摘みと試食会
参加費 大人 500円

５歳から小学生まで 300円
４歳以下 無料

場 所 竹野南森林公園

募集人員 30人（先着順）
（小学生以下の方は、保護者同伴でお願いします。）
持参するもの 軍手、タオル、雨具
（昼食はスタッフと一緒に調理します。食材は用意します。）

春の山菜摘みと試食会

日 時 4月29日（祝日・水）午前10時～

内 容 甘酒無料接待コ－ナ－
ビンゴゲ－ム
もちまき
手打ちそば
各種露店

場 所 床瀬狗留尊仏谷
主 催 床瀬狗留尊仏まつり

実行委員会

狗留尊仏まつり

日 時 4月12日（日）午前10時～午後1時
内 容 タケノコ堀りと試食会
参加費 大人 1,500円

小学生まで 750円
小学生未満 無料

場 所 二連原区
申込先・問合せ 竹野観光協会 ☎47-1080
主催 豊岡市竹野町二連原区

タケノコ堀り体験

申込期限 令和２年４月10日㈮
申込方法 電話またはＦＡＸでお申し込みください。
※ＦＡＸの場合は、参加人数、名前、 住所、年齢、
連絡先、郵便番号を明記の上、お送りください。

※新型コロナウィル
ス感染の心配もあ
り、4月、グラウンド
ゴルフ・ヨガ教室は
休みます。
（スポ-ツクラブ21）

※新型コロナウィルス感染防止のため


