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10 月 25 日（日）、文化体育館 小ホールで『認知症予防フォーラム～備える・つきあう・助ける』を開催しました！！
『長寿のまち猪名川町』は健診率も高く、皆さんの健康意識も高いと思われます。しかし、「脳の健康に対しては意識がそ
れほど高まっていないのではないか？」ということで、今回は認知症予防に対する知識を深め、意識を高めていただくこと
を目的に開催しました。

大阪大学大学院の竹屋教授による認知症予防の講演会、社会福祉法人あかねによるコグニサイズ（＝健康体操）、近畿中
央ヤクルト㈱による認知症予防栄養講座、脳の健康教室の体験会を実施しました。運営は日ごろ猪名川町の認知症啓発を
担っているキャラバン・メイト、地域ボランティア、介護保険事業所など地域の方たちと連携・協働しコロナ対策（消毒・
検温・ソーシャルディスタンス）をしっかり行いながら取り組みました。（P7 に関連記事）
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「社協だより」は皆様からの赤い羽根共同募金が活用されています。
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みんなでつくる安心して暮らせるまちづくり
会長
新年あけまして

おめでとうございます。

鍋谷

將

（薬学博士）

令和３年の新年を迎え、穏やかにお過ごしのことと心よりお慶び申し上げます。
平素は、当社協の福祉活動につきまして、地域住民をはじめ行政や各関係機関、各種団体等のご支援とご協力を
賜り、心から感謝申し上げます。
また、昨年の赤い羽根共同募金、歳末たすけあい運動募金にご協力いただきお礼申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスにより国が緊急事態宣言を発令し、福祉・介護現場での感染対策（三密回避）に取
り組み、今まで私たちが経験したことがないような事態の中、感染予防を徹底し、高齢者のデイサービスやホーム
ヘルプサービス、多機能型事業所 希望の家すばるでの障がい者福祉サービスを実施してまいりました。
また、第７次猪名川町地域福祉推進計画を策定し、「みんなでつくる安心して暮らせるまちづくり」を目指し、各
活動においては、新しい生活様式を取り入れながら、民生委員・児童委員、福祉委員の事務局、また、ボランティ
ア活動センターを運営していることから、地域で支える人たちが顔の見える関係を大切にすることを基本とし「地
域共生社会」の実現に向け取り組むとともに「ストップ・ザ・無縁社会」を推進していきます。さらにこれまで社
協が培ってきた地域住民とのネットワークの中から出た様々な地域課題について、社会福祉法人の「地域における
公益的な取組」を推進するため、町内の社会福祉法人と協議を重ねてまいります。
今後もさまざまな問題の解決に向け取り組んでまいりますので、引き続き皆様のご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。
最後になりますが、令和３年が皆様にとって希望に満ちた年となりますよう、ご祈念申し上げ新年のあいさつと
させていただきます。

情報の
発信と受信

地域福祉活動者の紹介

点訳ボランティアてんてまり
田村 由紀子さん

「兵庫県民ボランタリー活動賞」受賞

私がボランティアを始めたきっかけは、平成２年に猪名川町で初めて社協主催の初級手話講座
が開かれた時に、「手話って、どんなん？」と思い受講しました。声を出さずに身ぶり・指文字・
表情など手話を覚える以前にハードな勉強で、必死になっている間に講座が終了しました。これで終わるのは勿体無いとい
う意見が多く、手話サークルを創設しました。
それから５年後、平成７年に社協主催の猪名川町で初めての点字講座が開かれました。またしても私は「点字って、どう
なっているのかな？」と思い受講しました。点字も講座終了後、点訳ボランティア「てんてまり」として創設されました。
手話と点字を「継続は力なり」を信じて活動し続けましたが、手話サーク
ルが20周年を終えた後、限界を感じて卒業しました。
点訳も20年を過ぎましたが、活動の後、メンバーで昼食を食べながら楽し
く話をしたり、毎年秋には各小学校から４年生の点字学習に呼んでいただき、
指導をしながら児童の皆さんと触れ合い、パワーを頂いています。
寄る年波には勝てませんが、今できる事に感謝しながら、限界まで続けた
いと思っています。
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社協

令和２年度
赤い羽根共同募金運動

づくり

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金

みなさまの温かいご支援・ご協力、ありがとうございます。
令和２年度 赤い羽根共同募金
●共同募金集計表

約156万円の募金が集まりました

令和２年12月17日現在
（単位：円）

募金の種類

令和2年度実績

令和元年度実績

戸別募金

1,147,764

1,320,778

街頭募金

3,399

61,694

法人募金

25,000

291,000

職域募金

284,517

287,450

学校募金

101,004

81,593

2,211

8,048

1,563,895

2,050,563

その他（募金箱）
計

募金にご協力いただいた皆様、ありがとうござい
ます。
法人及び事業所においても下記のとおりご協力を
いただいております。
白金地区
伏見台地区

たのうえこどもクリニック、米村歯科医院
ひぐち整形、㈱セレ・ナス

※令和２年12月17日時点で確認させていただいた法人及び事業所
様を掲載させていただいております。（順不同・敬称略）

つつじが丘小学校PTA

10月1日から始まった「赤い羽根共同募金運動」
は、皆さまのご協力により多くの募金が集まりまし
た。特に今年度は、コロナ禍において募金活動に
一定の制限が必要となる状況での募金活動を実施
いただきありがとうございました。この貴重な募
金は、 兵庫県共同募金委員会を通じて、 県内の
福祉施設や団体に贈られます。また、町内におき
ましても各学校での福祉教育事業や子育て支援、
障がいのある方々の交流活動、閉じこもり防止と
生きがい支援事業などの
地域福祉活動に活用され
ます。
今 年 度の募 金 運 動で
は、 新型コロナウイルス
感染拡大に伴う感染防止
の観点から街頭募金、法
人募金運動を自粛してお
りますが、一部町内事業
所よりご協力をいただき
ました。

松尾台幼稚園

令和２年度

白金小学校

歳末たすけあい運動

令和２年12月17日現在（単位：円）
12月1日から始まった「歳 ●歳末たすけあい運動募金集計表
末たすけあい運動」では、多
募金の種類
令和2年度実績
令和元年度実績
くの ご 協 力をい ただきまし
戸別募金
437,890
664,349
た。 募金は、 配分委員会を
街頭募金
0
46,723
開催し、 町内の困窮世帯の
方々に新たな年を迎えるため
その他（募金箱）
0
18,608
の一助として配分させていた
計
437,890
729,680
だきました。

お問い合わせ

猪 名 川 町 共 同 募 金 委 員 会（猪 名 川 町 社 会 福 祉 協 議 会 内）

TEL.766-1200

FAX.766-8511
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人の輪
づくり

Withコロナで介護予防に取り組んでいます！

年を重ねても、元気に過ごすヒケツとして、身体を動かし、人と交流し、バランスの良い食事をすることが
大切といわれています。
コロナ禍により集うことが難しくなっていますが、「今、出来ることから」とのことで、緊急事態宣言の解
除後より、コロナ対策を行いながら教室やサロンを再開している地域もあります。毎週定期的に開催している
ところ、1日だけの単発で開催しているところ、部屋のスペースの関係で２グループに分かれて実施している
ところと、地域の事情により様々ですが、楽しいひと時となっています。

コロナ対策の資料

脳の健康教室

楽習サロン “いきいき”
簡単な音読や計算で脳を活性化させる
認知症予防教室

健康長寿体操教室

サロン

若葉いきいき体操教室

ほっとサロン 絆

インストラクターのアドバイスと動きに合わせ、
椅子に座って行う体操教室

おしゃべりや趣味、講座等を通じての交流

寒い季節も、マスクを着用、検温、消毒、ソーシャルディスタンスに加え、換気（室温は18℃以上を目安）、
適度な加湿（湿度40％以上を目安）を行いましょう。

情報の
発信と受信

総合福祉（ゆうあい）センター内の相談窓口のご案内

障がい者（児）の生活に関する相談や支援
障がい者（児）の就労に関する相談や支援
介護や高齢者福祉に関する相談や支援
ボランティア活動や福祉教育等に関する相談
地域福祉全般に関する相談や支援
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障害者相談支援センター
障害者就労支援センター
地域包括支援センター
ボランティア活動センター
猪名川町社会福祉協議会

TEL.766−5444
TEL.766−5444
FAX.
TEL.764−5812
766−8511
TEL.764−5813
TEL.766−1200（代）

8：45
〜17：30

※年末年始
12/29〜
1/3を除く

きっかけ
づくり

ふれあい弁当

おおむね65歳以上の虚弱な高齢者（１人暮らし・夫婦世帯・日中独居）、重度
の障がい者の方など調理困難な方々等を対象に食生活の充実と安否確認を目的と
して、毎週水曜日に１食500円でご自宅までお弁当を配達するサービスです。
11時～12時の間にお届けするので、作りたてのホカホカでほっこりするお弁当です。
ぜひご利用ください！
この事業は猪名川町社会福祉協議会会員会費によって、調理・配食ボランティアの協力のもと実施しています。
【お申込み・お問い合わせ】 猪名川町社会福祉協議会

電話 ７６６－１２００

調理ボランティア「えぷろん」の皆さん

情報の
発信と受信

配食ボランティア

「声の広報」「点訳」のご案内

ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
お知り合いに視覚障がいのある方がいらっしゃいましたらお声掛けをお願いいたします。

対象者

提供する内容

申込方法

声の広報

点訳

猪名川町在住で文字による情報入手が困難な視覚障がい者
(身体障害者手帳に視覚障害と記載のある方)

猪名川町在住で文字による情報入
手が困難な視覚障がい者

町広報・社協だより・議会だより・人権いながわ・選挙公報・
希望者へ点訳し点字郵便にて郵送
その他必要な情報等を吹き込んだCDを、ご自宅に郵送でお
します。
届けします。
「声の広報等発行利用申込書」にご記入のうえ、身体障害者
手帳を添えて社会福祉協議会までお申し込みください。

社会福祉協議会までお申し込みく
ださい。

※音訳ボランティア「リヴィエール」・点訳ボランティア「てんてまり」の皆さんの協力により実施しています。
【お申込み・お問い合わせ】 猪名川町社会福祉協議会
電話 ７６４−５８１３

「声の広報」封筒

「声の広報」CD

ボランティア活動センター
FAX ７６６－８５１１

点字カレンダー

点字ふれあいバス時刻表
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ふ れ あ い

フォトフラッシュ
きっかけ
づくり

傾聴ボランティア講座を
実施

アクティヴリッスン代表 澤村直樹先生を講師に招
き、文化体育館において傾聴について学びました。参
加者同士での交流もあり、楽しいひと時の中で傾聴の
基本を知る機会になりました。

11月17日

きっかけ
づくり

づくり

「聞こえの相談と交流会」
要約筆記啓発講座を実施

参加していただきやすいよう日生公民館とゆうあい
センターの2か所の会場で実施しました。
今回は、耳の聞こえに不自由を感じている、当事者
の方を中心にご参加いただき、講師の指導により耳の
聞こえの仕組み・難聴についてなどのお話を聞かせて
いただきまし
た。
また、難聴者
の支援の一つで
ある、要約筆記
の啓発の機会に
もなりました。

開催

10月11日・11月12日
人の輪
づくり

健康づくり講演会を開催

薬剤師の川口芳幸さんを講師に迎え、
日生公民館において食事やサプリメント
とお薬の関係について講演いただきました。普段から
健康を意識して過ごされている方も多く、参加者の方
からは、「良いテーマでした」「わかりやすく勉強にな
りました」等の
感想をいただき
ま し た。 今 後、
食事やサプリメ
ントを選ぶ際の
参考にしていた
だ き、 ま す ま す
元気にお過ごし
いただければと
思っています。

12月13日

きっかけ

開催

希望の家すばる
焼き芋パーティ

障害者多機能型事業所希望の家すばるでは、例年、
社会交流を目的に猪名川町外への外出活動を企画実施
しておりますが、今年度は新型コロナウィルスの影響
で実施を見送ることになりました。そのような中でも、
何か障がいのある方が社会交流をもつ機会を作れない
かと考え、同敷地内の高齢者デイサービス事業所（ゆ
うあいデイサービ
ス）のご利用者と合
同で焼き芋パーティ
を開催しました。こ
れまで、デイサービ
スのご利用者と一緒
に育て収穫するまで
の活動を通して幾度
と交流を重ね、また
収穫の喜びを共有す
ることができ、社会
交流を図る貴重な体
験となりました。
12月3日
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開催

開催

人の輪
づくり

『認知症予防フォーラム』を開催！
脳の健康教室体験会も好評!!

53人の参加者と44人のボランティアの協力のもと
開催しました。
受付では検温・消毒を行い、コロナ対策も行いまし
た。脳の健康教室体験会は待ち時間ができるほど賑
わい、図書館から借りて展示した認知症関連本を手に
取って見ていただく機会もできました。
参加者からは、「いい話が聞けて良かった。体操も
お友達づくりも頑張
ります！」
「認知症に
ついて学べてよかっ
た」
「脳の健康教室の
体験が楽しかった」
「またこのような機
会を作ってほしい」
などの感想をたくさ
んいただきました！
コロナ禍ではあり
ますが、住民の皆様
に認知症の知識や事
業を知っていいただ
く機会の重要性を感
じることが出来まし
た。（本文表紙）
10月25日 開催

人の輪
づくり

人の輪
づくり

やっと集えた！
福祉委員会第2回全体会を開催

今年度から委員長になられた安藤さんの挨拶に始ま
り、福祉委員として10年以上地域で積極的に活動し、
地域での福祉活動に貢献された5名の方に、社会福祉
協議会会長より表彰状の授与を行いました。（詳細は
令和２年10月号をご覧下さい。）
その後、コロナ禍で地域での活動が難しいこの時期
でも、何か行えることはないかとグループワークを行
いました。「散歩中に自
然に関する知識を話し
てもらう」「感染予防の
物品を揃える」等具体
的 な 意 見 も 多 く あ り、
今後の活動のヒントと
なりました。また、福
祉委員さん同士が知り
10年表彰の様子
合える良い機会となり
ました。

10月31日

開催

グループワーク発表の様子

認知症サポーター養成講座を実施

町内の学校で、認
知症キッズサポー
ター養成講座を開催しました！
中谷中学校1年生63人（9月16
日）、猪名川小学校5年生50人（9
月16日）、楊津小学校4年生8人
（10月1日）、つつじが丘小学校
4年生110人（10月22日）、白金
小学校4年生88人（11月26日）にそ
れぞれ講座を開催しました。
おじいちゃん、おばあちゃんと同
居している子は少ないですが、認知
症という言葉はほぼ全員が知ってい
ると手が挙がりました。
今後も、優しい気持ち、応援する
心の大切さを伝えていきたいと思います。
引き続き全町小中学校での開催を、目指していきたいと思います。
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情報の
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ふれあい 伝言板
オレンジCafe（認知症カフェ）

だれでも参加できます。コーヒー等を飲みながらゆったりし
ませんか。介護の相談もできます。ワークショップ（別途製作
費500円程度）も同時開催！
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝対
象
⃝参 加 費
⃝申

込

問い合せ

1月27日（水）・2月25日（木）14時～16時
日生中央サピエ内 １階空き店舗
認知症の方やその家族、地域の方や専門職、どな
たでも
200円（飲み物代）
※飲食中止の場合があります。
不要

猪名川町地域包括支援センター

障害者交流啓発事業

イナワイ

障がいがある方、障害福祉に興味がある方の交流イベントで
仲間づくりを目的とした事業です。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容

⃝対

象

⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

1月30日（土）・2月27日（土）
・3月27日（土）
10時～11時30分
総合福祉（ゆうあい）センター他
カホンという打楽器を通じ「音楽を楽しむ」とい
うテーマに沿って参加者同士で交流を深めません
か。お気軽にご参加お待ちしています。
町内の障がいのある方とその家族や障害福祉に興
味のある方
20名
無料
各開催日の１週間前まで

猪名川町社会福祉協議会
TEL：766－2525

FAX：766－0900

TEL：764－5812

災害ボランティア養成講座
＜成年後見普及啓発講座＞
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝講
師

１月30日（土） 13時30分～15時30分
総合福祉（ゆうあい）センターおよびZOOM形式
成年後見制度や相続手続について
米田 貴虎氏
（相続手続支援センター 代表取締役）
⃝定
員 会場参加は10名
ZOOM参加は20名
⃝参 加 費 無料
⃝申
込 １月18日（月）まで
所定の申込書をメールかFAXで。
申込書はホームページからダウンロード可。
センターや町窓口にもあり。
申し込み
問い合せ

猪名川町地域包括支援センター

⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝講
師
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

FAX：766－8511
メール：yuuai-ho-katsu@mbn.nifty.com

生活福祉資金特例貸付について
新型コロナウイルス特例貸付の申請は、３月31日まで延長
となります。詳しくはお問い合せください。
申し込み
問い合せ

猪名川町や各地で災害が起きたときに活動するボランティア
の養成講座です。経験のある方、初心者の方も災害について一
緒に学びませんか？どなたでもお気軽にご参加ください。

猪名川町社会福祉協議会
TEL：766－1200

TEL：764－5813

FAX：766－8511

12月28日（月）から１月４日（月）まで休館します。
プールは、１月６日（水）から営業。
なお、２月分の町内在住者の施設利用（コミュニティドーム）は、
１月５日（火）午後１時から電話のみで受付ます。
申し込み
問い合せ

ゆうあいセンター
TEL：766－1200

（令和２年９月１日～令和２年11月30日）

預 託

善意の預託ありがとうございました。
個人������������������������� 3,600円
個人������������������������ 30,000円
六瀬コンサート実行委員会��������������� 6,510円
個人�������������������� お米（30kg×４袋）
個人��������������������������� 鉄棒
個人������������������������ ふき取り布
イオンモール猪名川��� キッチンペーパー・ティッシュペーパー等
杉生老人会女性部������������������ ふき取り布
日立物流「まごころ基金」��������������� 車いす３台
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ボランティア活動センター

年末年始の休館のお知らせ

払 出

善意の広場

２月27日（土）10時～正午
総合福祉（ゆうあい）センター
災害ボランティアについて（仮題）
阪本 真由美氏
（兵庫県立大学大学院 減災復興政策研究科教授）
災害時のボランティアや災害支援活動に関心のある方
20名
無料
２月17日（水）まで

個人������������������������ 50,000円
個人������������������������ 30,000円
猪名川町地域介護予防活動支援事業������ トイレットペーパー
ワーカーズコープ�������������� お米（30kg×３袋）
いながわ子どもの家������������� お米（30kg×１袋）
猪名川町障害者療育支援事業���������������� 鉄棒
ヘルパーステーション観月�������������� ふき取り布
株式会社観月荘������������������� 車いす１台
社会福祉法人 あかね 天河草子
���������� 車いす１台・ふき取り布・キッチンペーパー
株式会社 生駒コーポレーション 介護付有料老人ホーム レインボーハイツ
������������������������� 車いす１台

