
  

私たちが 

ひだか福祉まつりを 

開催しています！ 

豊岡市婦人共励会 

日高ブロック 
 私たちは、ひとり親家庭のお母さ

んや子どもたちとのふれあいを通し

て、いろいろな悩みを共有し、共に

励ましあえる仲間で組織している全

国規模母子寡婦福祉団体です。豊岡

市婦人共励会は、豊岡、城崎、竹

野、日高、出石、但東の 6つのブロ

ックがあり、各ブロックでさまざま

ないきいき講座などの活動をしてい

ます。 

日高医療センター 

こぶしの会 
 私たちは、日高医療センターで人

工透析をしている団体です。毎年、

福祉まつりで臓器移植キャンペーン

を行っています。 

 臓器移植法が改正され、15歳未満

の人にも移植が認められました。臓

器移植キャンペーンを通して、皆様

のご協力をお願いします。 

豊岡地区更生保護女性会 

日高支部 
 女性としての立場から、犯罪や非

行のない明るい社会の実現に寄与す

ることを目的としたボランティア団

体です。 

 女性の持つあたたかさ、細やかさ

を活かして、心豊かに生きられる明

るい社会づくりのために様々な地域

活動を展開しています。私たちは知

識を求め、自己研鑚に励むと共に、

更生支援活動を心掛けて行動してい

ます。 

養護老人ホーム ことぶき苑 
「元気に、楽しく、仲睦まじく。」 

 50名の利用者がそれぞれ持つ力を

発揮し、生きがいを持ちながら元気に

過ごしています。 

 また、在宅福祉サービスの拠点とし

て≪たじま荘居宅介護支援事業所≫≪

たじま荘訪問介護事業所≫≪認知症対

応型デイ・かんらん舎≫を併設してお

り、地域福祉の拠点として更なる発展

を目指します。 

日高町保育園連絡協議会 
 日高町保育園連絡協議会では、子ど

もたちの健やかな成長を願い、「生き

る力を育む保育」というテーマのもと

に、毎日保育に取り組んでいます。 

 また、社会や保護者のニーズに合わ

せて乳幼児保育、一時保育、延長保

育、在宅支援などの事業も行っていま

す。 

 私たちは、子どもたちが笑顔あふれ

る毎日を送ることができるように、子

どもたちの心に寄り添いながら、保育

をしていきたいと思っています。 

豊岡市いずみ会日高支部 
 私達は、食生活改善活動を中心とし

た健康づくり全般についての意識啓発

ボランティア活動を、行政や関係団体

と共同して、自主的かつ組織的に行っ

ている団体です。全国的な組織の中

で、兵庫県ではいずみ会と名付けてい

ます。「私達の健康は私達の手で」を

合言葉に調理実習、健康講演会等を開

催または参加しています。 

豊岡市遺族会日高支部 
 豊岡市遺族会日高支部は、戦没者を

偲び御霊をお慰めする慰霊と顕彰事業

を行います。 

 あわせて、戦没者遺族の福祉向上・

処遇改善に努めると共に、道義の昂

揚・品性の涵養に努め、恒久平和を求

めています。 

豊岡市社会福祉協議会 

日高地区センター 
 豊岡市社会福祉協議会では、「一人

ひとりが つながり 支え合う 安心

な地域づくり」を基本理念に掲げ、地

域福祉、介護保険を含む在宅福祉活動

に取り組んでいます。 

 市民の皆さんに信頼され、気軽に立

ち寄ってご相談いただける社協となる

よう頑張ってまいります。 

青い鳥学級 
 視力に障害を持つ方を対象に「共

に学び、共に励まし、共に生きる」

をテーマに活動しています。今年は

新しい市役所にて開級式を行い、陶

芸教室、東井義雄記念館及び生家の

東光寺、出前講座、妙見山散策、こ

れらの活動で制作した作品や写真を

展示します。ぜひご覧ください。 

HABATAKE Sweets Café 
 居住系・日中活動系・訪問系を 3つ

の柱とし、障害を持つ方々の生活を 24

時間サポートする「豊岡市手をつなぐ

育成会」のもと、HABATAKE Sweets 

Café は、利用者みんなで心を込めて手

作り焼き菓子を製造し、販売していま

す。また、施設の 1階にはカフェ店舗

を設けて、みなさまのお越しをお待ち

しております。 

日高町小中学校長会 
 日高町内小・中学校は、校種の違い

を理解し合いながら、連続した成長過

程の中で子ども達をとらえ、心身とも

に健やかな成長を願い教育活動に取り

組んでいます。 

 地域に開かれ、信頼される学校とし

て、保護者・地域の皆様と共に、子ど

も第一に頑張ります。 

 ご支援ご協力をよろしくお願いいた

します。 

特別養護老人ホーム たじま荘 
 昭和 49年に但馬で初めての特養と

して開設して 40周年、十戸に移転し

て 10年目になります。「あなたの自分

らしい生き方を全室個室ユニットとき

め細かなケアで実現するたじま荘」と

して、利用者一人一人のニーズに対応

した利用者本位のサービスの提供を心

がけています。 

 豊岡市の委託を受け、家族介護事

業、生きがいデイサービスを行うと共

に、地域の方を対象とした高齢者福祉

の相談窓口、まるこカフェ、オープン

セミナー等開催し、これからも地域に

愛されるたじま荘を目指し取り組んで

いきます。いつでも気軽にご来荘くだ

さい。 

日高町ボランティア連絡会 
 福祉、保健医療、社会教育、子どもの

健全育成と教育などの分野で活動してい

る 17グループ(延べ 269名)の代表者が

適時定例会を開催しています。 

 グループ活動についての情報交換を行

って連携を図り、楽しく長く活動するた

め自己研さんに努め、地域福祉の向上を

目指して活動しています。 

ひだか童謡を歌う会 
 ひだか童謡を歌う会は、誰でもいつか

らでも入会できます。 

 毎月第 2日曜日の 10時～11時 30分

迄。会場は日高健康福祉センターです。 

 指揮者 吉田一孝先生 

 ピアノ 吉田喜代子先生です。 

 会費は 1回 300円です。 

 大きな声で歌うことで心身共に明るく

元気で生き生きと暮らすことを目的とし

ています。ぜひご参加下さい。 

特定非営利活動法人 

但馬成年後見支援センター 

ぬくもりの家 
 成年後見制度とは、認知症の方、知

的障がいのある方など、判断能力が十

分でない方の財産管理や身上監護をご

本人の意思を最大限尊重しながら支援

していく制度です。この制度について

の相談や家庭裁判所手続きのご説明を

いたします。その他、相続の手続き及

び遺言書の作成方法の相談もお受けい

たします。 



 

日高民友会 
 日高民友会は、民生委員・児童委員

を退任した OBの有志で構成し、会員

数男女合計 70名で奉仕活動を進める

立場から、民生委員・児童委員活動に

協力するほか、地域における福祉活動

に参加すると共に、あわせて、会員相

互の親睦を図る、ささやかな福祉団体

です。 

国府ふれあいガーデンクラブ 
 私たち国府ふれあいガーデンクラブ

は、現在 40名で活動しています。 

 花作り・苗作りを通して会員相互の

親睦を深め、ふれあいの場を持つこと

を目的としています。 

 日高町内の各地区公民館などの公共

施設で、私たちが大切に育てた花を花

壇に植えていただいています。 

(株)日高振興公社 

道の駅「神鍋高原」 
 今年 4月に神鍋温泉ゆとろぎが「神

鍋火山群に囲まれた温泉」としてニュ

ーオープンしました。道の駅「神鍋高

原」ともども、地域のみなさまの憩い

の場、交流の場、情報発信の場となる

よう頑張ってまいります。 

 みなさまのお越しを心よりお待ちし

ております。 

日高地域子供会 

連絡協議会 
 私たち子供会連絡協議会は、次世代

を担う子どもたちを強く優しい大人に

するために、新育成者指導者講習会・

キックベース大会・チビッコカーニバ

ルなどの事業をしています。 

 やがてくる 2025年には、高齢化の

ピークを迎え、1人で 1人の老人を支

えなければならなくなったとき、強く

優しい心を持った人間でなければ乗り

切れません。 

 そのために私たちは頑張っていま

す。 

県立日高高等学校看護専攻科 

わたぐも会 
 日高高校看護専攻科の「わたぐも

会」は、主に看護専攻科 1年生が所属

している部で、色々なボランティア活

動に参加しています。毎年「ひだか福

祉まつり」にはスタッフとして多くの

学生が参加しています。今年も約 20

名が参加させていただく予定です。よ

ろしくお願いします。 

豊岡市日高民生委員 

児童委員協議会 
 私たちは、担当地区を決めて、それ

ぞれの地域で社会福祉の増進の一助に

なりたいと活動しています。 

 赤ちゃんからお年寄りまで、皆さん

の日頃の悩みや心配ごとなどを関係機

関と相談しながら解決に向けてお手伝

いをします。 

 みんなで手を携え、安心して暮らせ

る地域社会づくりを目指しています。 

豊岡市日高文化協会 
 ススキの穂と可憐なコスモスが心快

い秋の風にゆれ、心を和ませる秋が訪

れます。 

 日高文化協会は、今年も文化祭、協

会展を開催します。和たちたちは会員

相互の融和と協調を図り、潤いのある

日高の町づくりを目指しています。各

団体会員は地域にも出かけ、幅広い活

動をしております。文化協会に入っ

て、仲間、地域づくりを！！ 

豊岡市身体障害者福祉協会 

日高支部 
「念ずれば花ひらく」 

 私たち身体障害者は、この言葉を胸

に、失ったものを数えず残されたもの

を最大限に精いっぱい生かして、共に

生きる仲間作り及び心身両面にわた

り、健康の保持増進を図りながら、精

神的充足や、美しさ、喜びをもたらせ

るようたゆまぬ努力を続けている。 

日高 PTA協議会 
 日高 PTA協議会は、日高町内の 8つ

の幼・小・中の PTAで組織された団体

です。 

 各 PTAの連携や交流を通して、日高

町内の子供たちが安全で健やかに育つ

ことを願い、活動しています。 

 地域の皆様のあたたかいご支援・ご

協力をよろしくお願いいたします。 

ガールスカウト 兵庫県第 82団 
 私たちガールスカウトでは、一人ひ

とりの考える力と行動力を大切にしな

がら、3つのポイントに基づいて活動

を行っています。 

1.自ら考え実行する「自己開発」 

2．お互いを尊重し合う大切さを学ぶ

「人とのまじわり」 

3．生命や自然の大切さを肌で感じる

「自然とともに」 

 異なる年齢で活動する中、自分の能

力と可能性を発見し、仲間への思いや

りの心を学びます。日高ガールスカウ

トは野外活動、ボランティア活動、国

際活動を通して世界 144ヵ国、約

1,000万人の世界連盟の仲間と共に、

未来へ思いを描く夢、そして明日に向

かってチャレンジして行きます。 

県立日高高等学校 
 日高高校本科には、福祉科・看護科

があり、介護・看護のスペシャリスト

を目指し、日々、勉強・実習に勤しん

でいます。福祉施設や地域のふれあい

行事などのボランティアにも積極的に

参加し、また、それらを通して日高町

の地域交流の活性化に役立ちたいと考

えています。今年度も福祉まつりにボ

ランティアスタッフとして参加させて

いただきます。よろしくお願いしま

す。 

日高共同作業所 
 日高共同作業所は、今年 4月就労支

援 B型に移行し、日高町内の障害者

13人が自立に向けて作業中心に、料

理実習、陶芸教室、遠足、カラオケ、

学習と仲間作りなどに取り組んでおり

ます。作業は自動車部品のバリ取り検

査、ポリちぎり、シール貼りとみんな

で協力しあって、楽しく行っておりま

す。地域のみなさまの暖かいご支援ご

協力宜しくお願いいたします。 

日高町老人クラブ連合会 

シニアクラブ日高 
 シニアクラブ日高では、生きがいの

ある明るく楽しい長寿社会を目指し

て、高齢者の心と体の健康作り、相互

に支え合う友愛活動、地域を豊かにす

る社会奉仕活動や子育て支援活動等、

皆で力を合わせてすすめています。 

(組織)単位クラブ数 69クラブ 

会員数(男)1,320名 

  会員数(女)1,703名 

合計 3,023名 

～会員募集中 あなたの入会を待って

います！！～ 

日高区長協議会 
 日高区長協議会は日高地域の 70

区の区長で構成する団体です。 

 住民自治の代表として、行政との

調整を図るなかで地域・住民の様々

な要望の実現を目指し、また、いろ

いろなまちづくりの活動に参画し

て、この日高地域が発展し、住みよ

い地域になることを願い活動してい

ます。 

特定非営利活動法人 

そら 
 そらは、障がいのあるないに関わら

ず、地域で安心して暮らしていけるよ

うにひと息つける居場所、充電場所を

開設しています。 

 主な活動内容は、クッキング・刺し

子・チーズケーキ作り・内職です。古

民家でアットホームに活動していま

す。 


