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猪名川町社会福祉協議会
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代表：TEL 072（766）1200／FAX 072（766）8511 障害者福祉センター：TEL 072（766）2525／FAX 072（766）0900
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発信と受信
必 要 な方に必 要 な情
報が届くように、 情報
の発信を行います。

きっかけづくり
合
世代を超えて共に学び
を
い、 思いやりの気持ち
。
育む機会を作ります

http://www.inagawa-syakyo.or.jp/

つながりを
地域住民間の
す。
深めていきま
サマーボランティアスクール 2019
夏休み期間を利用し、中・高・大学生が様々
な活動に参加されました。今年度は、新たに
保育園での活動も加わり、50 名に及ぶ応募が

社協づくり

ありました。ご希望に沿うことが出来ず活動

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。
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につながらなかった学生もいましたが、参加
された学生は、いきいきと笑顔で取り組み、
施設の利用者の方々にも大変喜ばれ、若いボ
ランティアの力が町内の様々なところで活か
された活動となりました。

ふれあいフォトフラッシュ�������������������� 6-7
相談窓口のご案内���������������������������� 7
ふれあい伝言板���������������������������� 7-8

「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。

『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っています。

災害・防災活動（ボランティアバス）

福祉教育活動（福祉講演会）

福祉教育活動（ちびっこボランティア講座）

児童福祉活動（おもちゃ図書館）

障害福祉活動（イナワイ）

障害福祉活動（ふれあいバスツアー）

高齢者福祉活動（グランドゴルフ大会）

広報啓発活動（健康福祉まつり）

広報啓発活動（社協だより）
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令和元年度は、兵庫県共同募金会から1,812,635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。
※平成30年度の募金実績（2,199,241円）に応じた配分額。

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、2,316,000円です。

災害・防災活動 143,635円
福祉教育活動

423,000円

児童福祉活動

91,000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

738,000円

⃝ 街頭募金 ⃝
10月 1日（火）

7:00~ 8:00

日生中央駅前

10月13日（日）

10:30~11:30

イオン猪名川１階出入口

10月16日（水）

12:00~13:00

猪名川町スポーツグランド

10月20日（日）

10:30~11:30

日生中央サピエ１階出入口

10月27日（日）

10:30~11:30

道の駅いながわ

※店舗ご利用、ご通行の方々には、ご迷惑をお掛けいたします。

⃝ 戸別募金 ⃝

⃝ 職域・法人・学校募金 ⃝

⃝ その他 ⃝

猪名川町内自治会などの皆

町内企業、団体、官公庁などの職域募金

町内の企業、公共施設

さまのご協力により、各家庭

や町内事業所への法人募金、町内小・中学

に募金箱を設置します。

へお願いする募金です。

校での学校募金活動を実施します。

⃝ 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。
現在、猪名川町総合福祉（ゆうあい）センター窓口において、令和
元年8月27日からの豪雨で甚大な被害のあった佐賀県共同募金会への
義援金募集の受付、また、熊本地震等への募金も引き続き行っており
ます。皆様のご支援、ご協力をお願いします。

『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、今年度の「赤い羽根」の制作数が全国的に不足するという中央共同募金会
からの通知を受けて、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』を作製し募金
啓発を行うことにしました。今年度も引き続き、赤い羽根共同募金運動にご協力をお願い致します。
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きっかけづくり

平成30年度
猪名川
小学校

福祉のこころ

大きく育て

⃝福祉講演会（全校生徒）
車いすバスケット体験（大内秀之氏）
⃝聴覚障がいの学習（２年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝車いす体験（4年生）
⃝高齢者疑似体験（4年生）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝若葉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
⃝訪問演奏・交流（4年生）
老人介護施設 「せいふう若葉」

白金
小学校

⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝福祉講演会（４年生）
車いすバスケット体験・講演会
（大内秀之氏）

六瀬
中学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
いなキャラによる知的障がい者擬似体験
⃝認知症サポーター養成講座（２年生）
⃝車いす体験（1年生）
⃝高齢者疑似体験（1年生）

中谷
中学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
認知症サポーター養成講座
⃝訪問交流 （1・2・3年生 16名）
特別養護老人ホーム 「さぎそう園」

猪名川
中学校

⃝人権福祉に関する施設での学習（2年生）
盲唖院跡・東本願寺・京都文化博物館等
→事前事後学習で人権課題の一つ、福祉に
ついて学ぶ
⃝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
る教材を活用し授業を実施
令和元年6月1日～令和元年8月31日

個人�������������� 紙パンツ、肌着、その他介護用品
個人������������������������� 紙オムツ
個人������������������������� 紙オムツ
個人����������������������� プロンボード
個人����������������������� 玄米30㎏×２
田村由紀子����������������������� 着物布
杉生老人クラブ女性部���������������� 拭き取り布
伏見台自治会サロン いっぷく亭（伊藤茂子）��������� 毛糸
イオンモール猪名川����������������� 紙オムツ等
イオンモール猪名川������������ トイレットペーパー等
阪急オアシス�������������������� 200,000円
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松尾台
小学校

⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝聴覚障がいの学習（２年生）
（手話サークル「マジック」）
⃝川西養護学校との交流
⃝地域交流活動
幼稚園児やボランティアの方々との交流
⃝福祉講演会（全校生徒）
関西盲導犬協会講演会視覚障がい者の生活
や盲導犬の役割を学習

大島
小学校

⃝福祉講演会＆ピアノ演奏（全校生徒）
（前川裕美氏）
⃝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）
⃝猪名川園との交流学習（作業体験）
（６年生）
⃝点字学習（３・４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」

）

つつじが丘
小学校

⃝福祉講演会＆ミニコンサート（全校生徒）
→低学年と高学年の2部制
「みんなちがってみんないい」
（時田直也氏）

楊津
小学校

⃝福祉講演会（全校生徒）
「目が見えないことは不便だが、ふこうで

はない。」（三上洋氏）
⃝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）
⃝認知症キッズサポーター養成講座（４年生）
⃝点字学習（４年生）
（点訳ボランティア「てんてまり」）
⃝聴覚障がいの学習（４年生）
（手話サークル「マジック」）

善意の預託ありがとうございました。

払出

預 託

善意の広場

※町 内小中学校では、赤い羽根
共同募金の一部を活用して、
様々な福祉教育の活動が実施
されました。昨年度の各小中
学校の福祉学習の取り組みの
一部をご紹介いたします。

猪名川保育園������� ティッシュ・カット布・キッチンタオル
ゆうあいデイサービス������ トイレットペーパー・ティッシュ
兵庫県北摂・丹波地区里親会�������������� 5,000円
障害者療育支援事業���������������� プロンボード
猪名川町社会福祉協議会������� 200,000円（テント購入費）
猪名川台あそぼう会（サロン）��������� 助成金

25,000円

いながわ子供の家���������������� 玄米30㎏×2本

きっかけづくり

地域で咲いた
学生ボランティアの花

「猪名川高校

「サマーボランティアスクール2019」
参加者から素敵なメッセージをいただきました。
次年度も「サマーボランティアスクール」を実施し
ます。多くの学生さんのご応募をお待ちしています。

学生イベントプロジェクト」

有志で応募してくれた13名の学生が自分たちでイベント
内容を考え小学生向け工作体験イベントをイオンモール猪
名川店で実施しました。60名の子供たちが参加し、学生と
工作を楽しんでくれました。町内で、若いボランティアの
担い手につながるよう、様々な企画を考えていきたいです。
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地域福祉活動者の紹介

いなキャラ

代表

伊藤

万里子さん

～知的障害ってなぁに？～
知的障がいがある人と接するときに、「説明してもわからないだろう」とか「どう接したら
いいかわからない」「どうやって関わればいいかわからない」と思ったことはありませんか？
“いなキャラ” は、「知的障がいの人たちって、こんな気持ちになるんだよ」「こんな風に感
じるんだよ」「こんな工夫があればわかりやすいよね」ということを「擬似体験」を通じて、知ってもらうことを目的とし
て活動しています。この活動を通じて、知的障がいがある人を理解してくれる人が少しでも増えることを願っています。
現在、行政関係、社協職員、育成会関係者、地域の有志が集まって月1回程度活動しています。ご興味のある方は、一緒
に活動しましょう♪

ふ れ あ い

フォトフラッシュ

人の輪づくり

脳の健康教室サポーター養成講座

脳の健康教室のサポーター養成講座（３日間）を開催し

ました。教室で使うくもん式の教材の説明や、FPM-αの

きっかけづくり

夏休み認知症キッズサポーター養成講座

公民館主催講座、町内育成室（猪名川小、白金小、つつじ

が丘小）
、YMCAアフタースクール（初!!）で開催しました。
楽しくわかりやすく認知症を知ってもらう取り組みです。頼
もしいキッズサポーターが140人誕生しました。

三好美穂子氏からコミュニケーションの講義がありました。
サポーター第３期生として、新しく12名のサポーターが誕
生しました。10
月からふらっ
と六瀬で開催す
る脳の健康教
室（モデル教室）
での活躍を楽し
みにしていま
す！

実際の脳の健康教室（自主教室）の様子

脳の健康教室自主教室が日生公民館と中央公民館の

２カ所で週１回開催されています。認知症予防に特化
した教室で、随時受講生募集しています。お問い合わ
せは猪名川町地域包括支援センターまで。
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ふ れ あ い

フォトフラッシュ

人の輪づくり

第23回

ふれあい運動会

猪名川町内の障がいのある方の社会促進や地域住民との交

流を目的に6月22日（土）にふれあい運動会が開催されまし
た。会場をイナホールに移して３回目の運動会。新たに参加

きっかけづくり

された方を含め、総勢150名以上が集まり、様々な競技を通
して交流を深め、盛大な運動会となりました。

福祉学習を考える集い

町内小・中学校の先生を対象に８月９日（金）「福祉学習

を考える集い」を開催しました。関西学院大学

前橋信和氏

をお招きし、児童福祉の観点から子どもを取り巻く状況、貧
困や虐待から見る関係機関との連携などについてご講義をい
ただきました。先生方の交流もでき、実りある集いとなりま
した。

情報の発信と受信

きっかけづくり

ふれあい 伝言板

夏休みふれあいプール教室

障がい者・児の社会促進や地域で支えるきっかけ作りを目

的に夏休みふれあいプール教室を実施しました。講師やボラ
ンティアの方々に支えられ、7・8月に計4日実施し、延べ33
人の参加がありました。水遊びなどのプログラムに取り組み
ました。参加者から来年も参加したいとの声もいただき、大
変楽しいひとときとなりました。

居場所でつながる地域づくり
～実践報告会～
（福祉委員全体会 オープン講座）
町内でも各地域でサロン活動が取り組まれています。
今回、川西市グリーンハイツでの毎日型のサロン活動の
取り組みと、若葉での取り組みをご紹介します。今後の
活動の参考に、ぜひお越しください。
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝内
容
⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

情報の発信と受信

11月30日（土）10時～正午
社会福祉会館 大ホール
サロン活動について（川西市グリーンハイ
ツおよび若葉いこいの家）等
100名
無料
11月26日（火）まで

猪名川町社会福祉協議会
TEL：766－1200

ゆうあい（総合福祉）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
地域在宅課

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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ふれあい 伝言板
「聞こえについて学ぼう」
要約筆記啓発講座
「要約筆記」とは聴覚に障がいのある方に、音声情報を要約
し文字にして伝えることです。聞こえにくい方やその家族、支
援者・ボランティアに関心のある方を対象に、聴覚障害の基礎
知識や難聴者と話すときのポイント、要約筆記等について学び
ます。当日は、「要約筆記」がありますので、聞こえにくい方
もお気軽にご参加ください。
⃝日

時

⃝と こ ろ
⃝内
容

⃝定
⃝対

員
象

⃝参 加 費
⃝申
込

10月3日（木）
・10日（木）
・19日（土）
・24日（木）
（全４回）１回のみの参加も可。
10時～正午
最終日のみ12時30分
総合福祉（ゆうあい）センター ２Ｆ研修室
１回 ひとに寄りそうコミュニケーション「聴覚
障害って？～自らの体験から」
兵庫県難聴者福祉協会理事長 増田雅博氏
２回 「ちょっと気になる話～聞こえの支援これ

から」
認定補聴器技能者 中川良雄氏
３回 「難聴とは？～体験を通して理解を」
元聴覚障害特別支援学校聴能部 柳瀬尚子氏
４回 「文字で伝える方法」

「難聴者の体験談」
「猪
名川町における支援制度」
20名（先着）
聞こえに不自由を感じている方やその家族、知人・
支援者、「聞こえ」について学びたい方など
無料
１回のみの参加も可能なため、各回定員に達して
いない場合は受け付けます。

災害ボランティア養成講座
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。
⃝日
時 12月14日（土） 10時～正午
⃝と こ ろ 総合福祉（ゆうあい）センター
⃝内
容 「災害時の避難所開設とボランティアセンターに

ついて ～要援護者の視点から～」
特定非営利活動法人 ゆめ風基金
事務局長 八幡隆司氏
⃝対
象 災害時のボランティアや災害支援活動に関心のある方
⃝定
員 30名
⃝参 加 費 無料
⃝申
込 12月5日(木)まで

ちびっこボランティア講座
小学生を対象に、障がいのある方やボランティアなどとの触
れ合いを通じて、子供たちが積極的に福祉やボランティアへの
関心を持つ契機となることを目的として実施します。
⃝日
時
⃝と こ ろ
⃝内
⃝対

容
象

⃝定
員
⃝参 加 費
⃝申
込
申し込み
問い合せ

12月7日（土）10時～正午
総合福祉(ゆうあい)センター
２F研修室、コミュニティドーム
「ブラインドサッカーを体験しよう！」
～声かけが大切～
パラリンピックメダリスト 齊藤晃司氏
町内の小学生
（１・２年生は保護者の方と一緒に参加）
20名（先着）
無料
11月27日（水）まで

社会福祉協議会

TEL：764－5813
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ボランティア活動センター
FAX：766－8511

猪名川町障害者自立支援協議会啓発セミナー
いながわで暮らしたい～みんなで支える わたしたちのまち～
猪名川町障害者自立支援協議会では、地域の皆さん一人ひと
りが互いに支え合い、安心して暮らせる社会を目指して啓発セ
ミナーを開催します。要約筆記・手話通訳あります
⃝日
時 11月23日（祝） 10時〜11時30分（予定）
⃝と こ ろ 文化体育館 小ホール
⃝内
容 当事者発表
⃝参 加 費 無料
⃝申
込 不要
問い合せ

猪名川町障害者自立支援協議会事務局
（猪名川町障害者相談支援センター）
TEL：766－5444

FAX：766－8511

オレンジCafe
認知症の方やその家族、地域の人や専門職、どなたでも気軽
に参加できる場所です。
コーヒーを飲みながら交流しませんか。
介護の相談もできます。
ジェルキャンドルのワークショップ（別途制作費500円）も
あります。
⃝日
時 10月25日（金） 10時～正午
⃝と こ ろ 日生中央サピエ １階空き店舗
⃝対
象 当事者、介護者、どなたでも
⃝参 加 費 200円
⃝申
込 不要
申し込み
問い合せ

猪名川町地域包括支援センター
TEL：764－5812

とも

RUN伴いながわ
認知症の人や地域の人がたすきをつなぎ、日本全国を縦断す
るイベントです。RUN伴はあらゆる人々との出会いの場を持
ち、顔の見えるつながりを各地で生んでいます。猪名川町も今
年初めて参加になります！県内、姫路城をゴールに町内RUN
イベントを開催します。オープニングイベントとゴールイベン
トにお気軽にご参加ください。（猪名川高校へは公共交通機関
でお越しください）
⃝日時・ところ
11月２日（土）午前８時～正午
８時30分 道の駅からロングRUN出発
９時30分	猪名川高校体育館前に集合
	なかよし太鼓でオープニングイベント後RUN＆
WALKで日生中央人の広場を目指して出発
10時	猪名川中学校吹奏楽部によるゴールイベント
RUN伴マルシェも開催
⃝対
象 認知症当事者、介護者、どなたでも
⃝参 加 費 無料（オリジナルタオルの販売あり）
問い合せ

RUN伴猪名川運営事務局
（猪名川町社会福祉協議会内）
TEL：766－1200

◆家庭のぬくもりを求めている子ども達のために◆

『Foster family（里親家庭）
』に
なりませんか？

親の病気や虐待など様々な事情により、自分の家庭で暮らせ
ない子どもたちは、施設などで暮らしています。そんな子ども
を家庭に迎え入れ、一時的にでも家庭のぬくもりを伝えてあげ
る、それが「Foster family（里親家庭）
」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

