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きっかけづくり
お手紙ボランティア＆ちょこっとボランティア

猪名川中学校の参加者の皆さん
お手紙をもらって・・・

ちょこっとボランティアの皆さん

新型コロナウイルスの流行に伴い、施設などで利用者との対面するボランティア活動が難しい状況となっています。
例年夏休みに実施しています、中学生・高校生等向けの『サマーボランティアスクール』の代わりに「お手紙ボランティア」
を計画しました。直接対象者の方には対面しませんが、お便りのやり取りで笑顔を引き出せるステキな活動となりました。
また、お手紙のやり取りに「ちょこっとボランティア」作成のリサイクルエコ封筒を使用してもらい、ほっこり優しい気持
ちになっていただけました。
外に出向けない今だからこそ、出来るボランティア活動として進めています。
ちょこっとボランティア活動は、作業をしなくても収集のお手伝いだけでも・・・ささやかなことから、色々な方が少し
ずつ関わり協力することで誰かや何かのためになる魅力ある活動に発展していくことを目指しています。

社協づくり
職員の専門性を高め、

地 域 住 民から信 頼さ
れる組 織 を目 指しま
す。

情報の
発信と受信
必要な方に必要な情

人の輪づくり
地域住民間のつなが

りを深めていきます。

報が届くように、情報
の発信を行います。

赤い羽根共同募金��������������������������������2-3
相談窓口のご案内����������������������������������3
福祉のこころ大きく育て�����������������������������4

10月１日より
赤い羽根共同募金運動が
始まります
詳細は次ページより

ふれあいフォトフラッシュ・善意の広場����������������5
猪名川町福祉委員会�����������������������������6-7
ふれあい伝言板������������������������������������8

「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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社協
づくり

赤い羽根共同募金

10月1日より、全国一斉にスタート
赤い羽根共同募金は、民間の社会福祉事業を支援するため、社会福祉法に基づいて全国一斉に行わ
れる民間最大の計画的な募金活動です。募金は、県下の福祉施設、団体の施設、設備整備費や福祉団体・
社会福祉協議会の活動費など民間の社会福祉を推進するための財源として配分されます。
今年は、新型コロナウイルス感染対策に考慮した活動を実施します。

『赤い羽根共同募金を活用した事業を紹介します!!』
集められた募金は、兵庫県募金会へ納められます。募金実績（前年度分）に応じて猪名川町
共同募金会へ配分された募金が各事業の活動費となります。
福祉教育活動（福祉講演会）

車椅子バスケット

大内秀之氏

福祉教育活動
（ちびっこボランティア講座）

ブラインドサッカー

齋藤晃司氏

高齢者福祉活動
（グラウンド・ゴルフ大会）

町老連の第20回グラウンド・ゴルフ大会！
200名の参加！
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福祉教育活動（福祉講演会）

パラリンピック水泳

加藤作子氏

広報啓発活動（社協だより）

年に４回発行。様々な情報提供を行います。

福祉教育活動（福祉学習）

聴覚障がいの学習（手話）

障がい者福祉活動（イナワイ）

カホンを叩いて「音楽」を通じて、参加者同士の交流！

児童福祉活動（おもちゃ図書館）

ボランティアが制作した、手作りおもちゃ等の貸し出し（無料）をしています。

令和２年度、兵庫県共同募金会から1,656,248円が猪名川町共同募
金委員会へ配分され、共同募金配分事業として活動予定です。実施計
画となりますが、新型コロナウイルス感染拡大状況によって中止され
る活動が含まれます。
※令和元年度の募金実績（2,097,811円）に応じた約79％の配分額。

災害・防災活動

77,248円

福祉教育活動

317,000円

児童福祉活動

93,000円

障害福祉活動

217,000円

高齢者福祉活動 200,000円
広報啓発活動

752,000円

今年も募金へのご協力よろしくお願いします!!
今年度の目標額は、2,745,000円です。
⃝ 街頭募金 ⃝
今年度におきましては、新型コロナウイルス感染予防を目的に街頭での募金活動を自粛させていただき
ます。募金活動呼びかけによる「密」の発生や大声での募金呼びかけによる飛沫感染等を防止するものです。

⃝ 戸別募金 ⃝
猪名川町内自治会などの皆
さまのご協力により、各家庭
へお願いする募金です。

⃝ 職域・法人・学校募金 ⃝
団体、官公庁などの職域募金や町内小・
中学校での学校募金活動を実施します。

⃝ その他 ⃝
町内の企業、公共施設
に募金箱を設置します。

尚、町内企業所への法人募金については、
街頭募金同様に今年度の活動は自粛させて
いただきます。

⃝ 災害義援金・募金 ⃝
『全国各地での災害支援』
近年、各地で発生している甚大な災害に対して、共同募金の一部を災害準備金と
して積み立てられ、災害発生時には被災地支援に活用される仕組みが確立されてい
ます。また、被災地に対する災害義援金の募集も行っています。
被災地への募金は猪名川町総合福祉（ゆうあい）センター窓口に募金箱を設置し
ております。皆様のご支援、ご協力お願いします。

『赤い羽根シール』についてのお知らせ
兵庫県共同募金会では、昨年度に引き続き「赤い羽根」の制作数が全国的に不足することから、
「赤い羽根」の代替となる啓発・運動資材として『赤い羽根シール』での募金啓発を行います。

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

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
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福祉のこころ

きっかけ
づくり

令和元年度 大きく育て

猪名川
中学校

猪名川
小学校

⃝人権福祉に関する施設での学習（２年生）
「西大寺・十念寺・水平社博物館・旧大乗

寺庭園など」
事前事後学習で人権課題の一つとして福祉
について学ぶ
⃝防災・福祉講演会（全校生徒）
「阪神淡路大震災について防災と福祉につ

いて」（神戸新聞 記者）
⃝啓発活動（全校生徒）
「障がい者・ボランティア・福祉教育に関

する教材を活用しての授業」
⃝福祉講演会（全校生徒）
「車いすのシンガーソングライターによる

歌とお話」（小西達也氏）
⃝福祉講演会（５・６年生）
「車いすバスケット体験・お話」
（大内秀之氏）
⃝高齢者疑似体験（４年生）
⃝車いす体験（４年生）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝聴覚障害の学習（４年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝熟年クラブとの交流（１年生）
（いもの苗植え・収穫・料理・昔遊び体験）
⃝地域交流活動（４年生）
老人介護施設「せいふう若葉」訪問演奏・
交流

大島
小学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
「ボッチャ体験・講演」（原田浩明氏）
⃝認知症キッズサポーター養成講座（５年生）
⃝車いす体験（５年生）
⃝杉生老人会との交流「昔遊び」
（１・２年生）
⃝地域交流活動（全校生徒）
「まちづくり協議会と合同運動会」
「学校給食を通して世代間交流会」

白金
小学校

⃝福祉講演会（１年生）
聴覚障害について講演
（手話サークル「マジック」）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝聴覚障害の学習（４年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝認知症キッズサポーター養成講座（４年生）
⃝車いす・アイマスク体験（４年生）
⃝高齢者疑似体験（４年生）
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※各 小中学校で様々な福祉学習
を取り組まれ、福祉に興味を
持ってもらえる機会につな
がっています。

六瀬
中学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
「いのちってなんだ」
（産婦人科医 東田太郎氏）
⃝聴覚障害の学習（３年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝車いす体験（１年生）
⃝高齢者疑似体験（１年生）

中谷
中学校

⃝認知症サポーター養成講座（１年生）
⃝地域交流活動（１・２・３年生 19名）
「特別養護老人ホーム「さぎそう園」へ訪

問し介護活動体験・ふれあい交流」

松尾台
小学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
「パラリンク金メダリスト（水泳）による

講演」（加藤作子氏）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝聴覚障害の学習（２年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝地域交流活動
・幼稚園児との交流（１年生）
・ボランティアの方々との交流（全校生徒）
・川西養護学校１年生と授業交流（１年生）
・児童会として川西養護学校と交流
（全校生徒）

楊津
小学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
「ボッチャ体験・講演」（原田浩明氏）
⃝認知症キッズサポーター養成講座（４年生）
⃝聴覚障害の学習（４年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝施設見学（４年生）
「利用者交流・車いす体験・高齢者疑似体験」
（ゆうあいセンター・すばる及びゆうあい

デイサービス利用者）
⃝地域交流活動（全校生徒）
「運動会・やないづっこオンステージで地

域の高齢者と交流」

つつじが丘
小学校

⃝福祉講演会（全校生徒：低・高学年２部制）
「全盲の元パラリンピック陸上競技選手に

よる講演」（齋藤晃司氏）
⃝認知症キッズサポーター養成講座（４年生）
⃝地域交流活動
川西養護学校の児童との交流（４年生）

※上記の活動は、赤い羽根共同募金の一部を活用しています。

ふ れ あ い

フォトフラッシュ
きっかけ
づくり

きっかけ

認知症サポーター
養成講座開催中！

づくり

今年は、コロナウィルスの

ふれあいプール教室

影響で講座の開催依頼はない
ものとあきらめていました

水中でのびの

が、ゆっくりですが開催して

びと体を動かす

います。7月2日、7日は猪名

というテーマで、障がいのあ

川高校コミュニケーション類

る方を対象に教室が開催され

型のクラス29名、7月30日は

ました。初めは水に顔をつけ

猪 名 川 郵 便 局 職 員30名 で 行

ることが苦手な方も水の中の

いました。とても前向きなグ

感覚を楽しみ回数を重ね、最

ループワークとなりました。

終日には顔を水につけること

引き続き、キャラバン・メイ

ができました。

トの人数も最小限にコロナ対

７月24日〜８月28日
毎週金曜日

情報の

策しつつ、啓発活動を行っていきます！

開催

～ 教育支援資金貸付制度のご案内 ～

発信と受信

教育支援資金は、学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学に必要な、または在学中
に必要な費用を貸し付け、その就学や将来の就労を支援する制度です。
資金種類

教育支援費

対象世帯

低所得世帯

就学支度金

貸付限度額

高校
高専
短大
大学

月額35,000円以内
月額60,000円以内
月額60,000円以内
月額65,000円以内

据置期間

償還期間

貸付利子

学校卒業後
６か月

20年

無利子

500,000円以内

必要な費用の貸付だけでなく、安心した生活を送ることを目的に社会福祉協議会や民生委員・児童委員が必要な相談や
援助を行います。
※審査に時間がかかりますので、早めにご相談ください。
※教育支援資金の利用については、日本学生支援機構奨学金等の他制度の利用が優先となります。まずは現在在学中の
学校に、奨学金制度等が利用できるかをご相談ください。
【お問合せ】社会福祉協議会

善意の広場

TEL：７６６－１２００

（令和２年７月１日～令和２年８月31日）

払 出

広瀬 隆���������������� 幼児用おもちゃサークル
廣田 勇���������������������� 30,000円
個人������������������������� 5,000円
個人���������������������� 切手（5.040円）
個人����������� サイドテーブル・スライディングボード
個人��������������������� 子ども用ブロック
株式会社 阪急オアシス��������������� 550,000円
特定非営利活動法人 夢舞台いながわ��������� 169,479円
家庭倫理の会 阪神北猪名川支部������������ 5,000円

預 託

預 託

善意の預託ありがとうございました。

善意の寄付箱（障害福祉センター）������������� 217円
善意の寄付箱（ふるさと館）��������������� 3,193円

個人������������������������ 50,000円
希望の家

すばる

 幼児用おもちゃサークル、サイドテーブル・スライディングボード

猪名川町社会福祉協議会

障害者療育支援事業������ ブロック
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情報の
発信と受信

地域福祉活動者の紹介

猪名川町福祉委員会

委員長

安藤

邦美さん

皆さん！お元気でお過ごしですか？

ご存知の新型コロナウイルス禍で、現在各地区の福祉委員会の活動はほとんどストップしてい

ます。住民の皆様方からは再開を望む声をたくさんいただいております。どのような形であれば
活動を再開出来るのか、各地区の福祉委員会が知恵を絞っています。安全に注意を払い、安心し
て活動に参加していただくには、どうすれば良いか、社会福祉協議会とも打ち合わせを重ねてお
ります。以前と同じような活動が出来るかどうか解りませんが、新しい世の中の在り方に合わせ
た形で活動を再開したいと考えております。皆さまと再会できる日を楽しみにしております。

介
紹
動
活
の
区
校
・
区
地
各

昨年度の各地区・校区の活動の一部を紹介します。

★原・松尾台地区

★内馬場・伏見台地区

★阿古谷地区

・ふれあい広場（ハワイアンコンサー

・福祉映画会、お花見会、

・防犯交通健康料理教室、健康教室

ト、民謡津軽三味線演奏会）
・日生夏祭り、住民運動会のお手伝い

落語会
・サロン歌の会

・各地域にてサロン活動や交流会
・阿古谷ふれあい夏まつり、餅つき＆
グラウンド・ゴルフ大会等お手伝い

★つつじが丘小校区

★白金小校区

★猪名川小校区

・秋まつりでのふれあいサロン

・ほっとサロン絆

・コミュニケーション麻雀とサロン

・各地域にてサロン活動や交流会

・土曜サロン

・そば打ち体験、お茶会

・住民運動会等でのお手伝い

それぞれの地域で、定例会や、自治会やまち協等と共催しての活動、民生委員・
児童委員との交流等も行っています。
また、福祉委員会全体として、6月に行われる健康福祉まつりでは、福祉委員会
ブースにてコミュニケーション麻雀を実施。来年以降、健康福祉まつり実施の際は、
ぜひお立ち寄りください！
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・各地域にてサロン活動や交流会

福祉委員会活動について
福祉委員会とは、猪名川町社会福祉協議会の活動基盤の強化と、
住民の地域福祉活動への参加を目的として設置されており、町内
を８つの地区・校区に分けて111名の福祉委員が活動しています。
サロン活動等を通じて、住民同士の「つながりづくり」を行っ
たり、「地域の困りごと」を様々な関係機関と連携して解決に取り組んでいくなど、『みんなでつくる安心
して暮らせるまちづくり』の実現に向けて、様々な活動に取り組んでいます。
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、サロン活動等が中止となっていますが、このよう
な時だからこそ、できることを見つけながら、活動に取り組んでいます。

★楊津小校区
・ふれあいグラウンド・ゴルフ大会
・楊津夏まつり（休憩所で麦茶のサー
ビス）
・各地域にてサロン活動や交流会

コロナ禍での取り組み紹介
白金小校区福祉委員会では、サロン活動を中心に地域の皆様が「つながる」
ことに重点を置き、活動して参りました。しかし、この度の新型コロナウ
イルス感染拡大の影響により、サロン活動を中止せざるを得ない状況です。
ただ、自粛期間中にも運動不足に起因する筋力の低下、また認知機能の低下
や認知症の進行など、待ったなしの問題も黙って見逃すことはできません。
今この状況下に実施可能な活動方法として、広報誌特別号を発行。「感染
症に負けない！本日の８ミッション

在宅時の健康生活応援チェック表」

（東京都健康長寿医療センター監修・全４枚）を校区内全戸配布いたしま
した。かわいいイラストと、ご家庭で簡単に取り組みやすいミッションに

★大島小校区
・各地域にてサロン活動や交流会
・いながわ里山猪道トレイルラン等の
お手伝い

チェック表がついています。
次回以降もコロナ禍の今だからこそ役に立つ情報を、発信していきたい
と企画しています。一朝一夕にはこの状況は変わりません。今、福祉委員
に何ができるのか、委員の皆さ
んの協力のもと、できる形で取
り組んでいきたいと思います。

広報紙特別号

10年表彰

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させてい
ただきます。今年度も、5月に行われる第1回全体会にて表彰させていた
だく予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため全体会が中
止となり、機会を改めての授与となります。

白金小校区福祉委員のみなさん

今回表彰される方々
仲井 常雄さん
安藤

邦美さん

川西

由佳さん

平井

邦子さん

武田

隆之さん
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情報の
発信と受信

ふれあい 伝言板
認知症予防フォーラム

認知症について「備える・つきあう・助ける」をテーマに開
催します。講演会、栄養講座、コグニサイズ体験、脳の健康教
室体験、相談コーナー、認知症関連本展示他
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝講
師
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込

10月25日（日）13時～16時
猪名川町文化体育館（イナホール） 小ホール、会議室
認知症講演会
大阪大学大学院 竹屋 泰教授
どなたでも
50名（先着順）
無料
10月15日（木）まで

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
申し込み
問い合せ

10月20日（火）、11月25日（水）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）
不要

猪名川町地域包括支援センター
TEL：764－5812

◆こども達に家庭のぬくもりを◆

～ あなたも里親に ～

親による虐待など様々な事情により、保護者と暮らせないこ
どもたちは、施設などで暮らしています。そんなこどもを家庭
に迎え入れ、家庭のぬくもりを伝え、ともに暮らし、ともに成
長する。それが「里親」です。
養育の期間は、こどもの状況により様々です（数日から数年
間）。
ご自身のできる範囲内（１～２週間だけ、週末だけ等）での
里親活動が可能です。
興味のある方は、川西こども家庭センターまで、お気軽にご
連絡ください。
問い合せ

兵庫県川西こども家庭センター

住所：〒666－0017 川西市火打１－12－16
TEL：072－756－6633

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令和２年12月末まで
となります。詳しくはお問合せ下さい。
問い合せ

猪名川町社会福祉協議会
TEL：766－1200
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聞こえの相談と交流会（要約筆記啓発講座）
参加者同士で気軽に交流し聞こえに悩む人々に必要な障害受
容や仲間の存在などの情報提供の場となる交流会形式の講座で
す。要約筆記（文字通訳）手話通訳がつきますので、聞えにく
い方も安心してご参加ください。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内

容

⃝講

師

⃝対

象

⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込

①10月11日（日）14時～16時
②11月12日（木）10時～12時
①日生公民館 大集会室
②総合福祉（ゆうあい）センター ２階研修室
補聴器や聞こえについて・相談・質疑応答・その
他ご都合の良い日程・会場でお申し込みください。
（両日同じ内容）
認定補聴器技能者 中川 良雄氏（両日）
兵 庫県難聴者福祉協会 理事長 増田 雅博氏
（11月12日のみ）
聞こえに不自由を感じている方やそのご家族や知
人、支援者「聞こえ」に関心のある方
15名 ※定員を超える場合は、当事者を優先。
無料
①10月2日（金）まで
②11月4日（水）まで

ボランティア養成講座
「手話奉仕員養成講習会（入門編）」
手話を学びながら、聴覚障害の基礎知識や生活問題への理解
を深めていただくための講座でもあります。初めての方でも大
丈夫！
手話に関心のある方は、ぜひこの機会にご参加ください。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝対
象
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申

込

10月21日（水）～令和３年３月10日（水）
（12月30日を除く毎週水曜日・全20回）10時～12時
総合福祉（ゆうあい）センター ２階研修室
手話や聴覚障害の基礎知識について学ぶ
手話や聴覚障害に関心のある方・手話学習経験の
ない初心者の方（経験のある方も可能）
15名（先着順）
無料
テキスト代3,300円
10月７日（水）まで

傾聴ボランティア講座
傾聴ボランティアとは？苦しみや悩みをじっくり聴いて共感
し、ありのままを受け入れることで、相手の心を癒やし、孤独
や不安を軽減させる手助けをするボランティアです。
コミュニケーションの基本であり、福祉ボランティアの基本
でもある傾聴=聞くことについて、学んでみませんか。
⃝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

11月17日（火）13時～16時
猪名川町文化体育館（イナホール）総合室
傾聴の基本や傾聴ボランティアに関する基本的技
術を学ぶ
澤村 直樹氏
（アクティブリッスン代表・心理カウンセラー）
傾聴や傾聴ボランティアに関心のある方
30名（先着順） 猪名川町在住者優先
無料
11月６日（金）まで

ボランティア活動センター
TEL：764－5813

FAX：766－8511

