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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。

「声の広報」

「点字」

（音訳ボランティア リヴィエール）

づくり
輪
の
人

視覚障がいの方へ、広報いながわや社
協だより等の文字の情報を、音声に換
え「CD」にしてお届けします。

（点訳ボランティア てんてまり）
視覚障がいの方へ、広報いながわ（一
部抜粋）やカレンダーなどの文字の情
報を、点字にかえてお届けします。

地域住民間のつ
ながりを深めていき
ます。

くり
社協づ
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。

くり
づ
け
か
きっ
世代を超えて共
に学び合い、思い
やりの気 持ちを育
む機会を作ります。

「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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「声の広報」のご案内

社会福祉協議会では、目の不自由な方を対象に、広報「いながわ」や「社協だより」などの文字の情報を音声に換え
た CD をご自宅へお届けしています。
お気軽に下記までご相談ください。

このケースに入れて
ご自宅にお届けします

【内容・回数】
月１回程度、広報いながわ・社協だより等の文字情報
を吹き込んだ CD をご自宅に郵送致します。
CD は、CD デッキやパソコン等で聞くことができます。

【対象者】

音訳 CD

猪名川町在住で、身体障害者手帳に「視覚障害」と記載のある方

【費用】
無料

録音風景

【利用するには】
社会福祉協議会・役場（福祉課）にある「声の広報等発行利用申込書」に、必要事項をご記入の上、身体障害者手帳を
添えてお申し込みください。

【作成・発送の流れ】
町内の音訳ボランティア「リヴィエール」の皆さんが CD を作成し、社会福祉協議会から発送しています。
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「点訳」
「点字カレンダー」等のご案内

「点訳ボランティアてんてまり」では、広報いなが
わの点訳（一部抜粋）
・点字カレンダーの作成・ご希
望の図書や文書の点訳をしています。

広報いながわ
（一部抜粋）

ご希望のものがございましたら、お気軽にご相談
ください。
また、活動に興味のある方や、見学を希望される

点字
カレンダー

方は下記までお気軽にご連絡ください。
【問合せ先・申込先】
社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

ボランティア活動センター
（電話）072-766-1200
（FAX）072-766-8511
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点訳風景
の一コマ

ふれあい
バス時刻表

きっかけ
づくり

地域で育む福祉学習

社会福祉協議会では、「思いやりのある豊かな心」や「生きる力」を育むことを目的に、福祉教育を支援
しています。
今年度も、様々な地域で、高齢者・障がい者との交流や福祉体験活動、世代間交流、福祉講演会等、様々
な取り組みが実施されています。その一部をご紹介いたします。
地域や学校・団体等で、「点字や手話について学んでみたい」
「車いす体験をしてみたい」
「福祉講演会を
してみたいけど、どんな講師がおられるかな？」等ございましたら、お気軽にご相談下さい。

つつじが丘小学校
「福祉講演会」( 前川裕美氏 )

松尾台小学校
「視覚障がいについてのお話
& 介助体験」( 三上洋氏 )

きっかけ
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大島小学校
（大内秀之氏）
「福祉講演会」

楊津小学校

猪名川小学校
「希望の家すばるとの交流 & 見学」

白金小学校

「認知症キッズサポーター養成講座」「点字学習」
（点訳ボランティア てんてまり）
（キャラバン・メイト）

福祉学習
体験用福祉機器の貸し出し

福祉学習の支援を目的として、車椅子やアイマスクなど、福
祉学習の体験用福祉機器の貸し出しをしています。ぜひ、学校
や地域・団体等での取り組みにご活用ください。
（数に限りがございますので、利用される際は、事前にご連絡く
ださい。）
白杖
ェンダー
アイマスク・
イヤーディフ

車いすに乗る体
験・押す体験をす
る際に使用しま
す。（ 子 ど も 用 車
いすもあります。）

車いす

)
点字器 ( 携帯用

点字を打つ際に使
用する携帯用点字
器です。点字学習
をする際に使用し
ます。

験グッズ 重りやサポーター

高齢者擬似体
視覚障がいの擬似体験をする際に使用します。

耳にあてると聞こえに
くくなります。聞こえ
の変化を体験する際に
使用します。

等を着用し、心身
の変化を体験でき
るセットです。
大人用と子ども用
があります。

このページの事業は、皆様からの「赤い羽根共同募金」の配分金の一部を活用して実施しています。
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◆◇平成26年度 歳末たすけあい運動のお礼◇◆

募金の種類

平成 26 年度実績

戸別募金

696,355 円

街頭募金

11,588 円

その他（募金箱）

28,974 円

計

善意のひろば

736,917 円

去る 12 月１日から始まった「歳末たすけあい
運動」に多くのご協力をいただきありがとう
ございました。いただいた募金は配分委員会
で決定の上、町内の困窮している世帯への一
助として配分させていただきました。皆様ご
協力ありがとうございました。

（H26年12月21日~H27年2月13日）

○預託
スポーツクラブ 21 つつじ····································· 5,000 円
個人 ··································································· 10,000 円
個人 ···········································ポータブルトイレ、車いす
個人 ·······································································紙オムツ
天乳寺 ······························································· 15,000 円
猪名川仏教会 ··················································· 52,500 円
個人 ················································紙オムツ、尿とりパッド

善意の預託ありがとうございました。
猪名川町老人クラブ連合会女性部会 ···············ふきとり布
○払出
猪名川町社会福祉協議会ふれあいバスツアー
·····················································100,218 円 ( 指定払出 )
個人 ··········································· 30,000 円 ( 災害見舞金 )
個人 ··········································· 20,000 円 ( 災害見舞金 )
個人 ···········································30,000 円（災害見舞金）
個人 ···············································30,000 円（緊急払出）

寄贈のお礼
◆ 車椅子寄贈

◆ 福祉車両寄贈

生命保険協会兵庫県協会様より、車椅

猪名川町諸動物愛護福祉協会様より、

子２台を寄贈いただきました。

福祉車両（軽自動車）１台を寄贈いただ
きました。

ご寄贈いただきました車椅子、福祉車両は利用者様のために、大切に活用させてい
ただきます。ありがとうございました。
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福祉委員会全体会
１２月６日の第２回福祉委員会全体

会は、認知症サポーター養成講座を開催。
認知症を知り、接し方のコツを学びました。
また、地域の一員として、認知症サポーターとして、
福祉委員として、私たちのできることを皆で話し合い
ました。
「認知症」を通して、日頃の地域のつながり

きっかけ
づくり

杉生老人クラブ女性部会
料理教室

の大切さ、普段の何気ない声かけ・挨拶からが大事
ということを改めて認識する機会となりました。

２月７日、杉生老人クラブ女性部会で「おいしく減塩」を
テーマに料理教室を開催し、様々な減塩の工夫を学びまし
た。
「味が薄いと感じ
いつもより塩分の少ない料理でしたが、
ず、美味しかった」との感想が聞かれました。
これからも毎日のお料理に役立てて、減塩に励みましょう！
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介護技術講習会
１月25日に大島小学校区福祉委員、

「腰を痛
地域住民の皆様、約20人にお集まりいただき、
めない介護」について講習会を行いました。
普段、介護を行っているゆうあいデイサービスの職員
から、自分の身体を守れるような介護のやり方や、予防
のための体操などが紹介されました。
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災害ボランティア研修会

丹波市等で災害ボランティアとして活躍されている講師をお
招きし、災害ボランティアについて学び、ワークショップを通
じて参加者同士の交流を図ります。年齢・性別を問わず、お気
軽にご参加ください。
平成27年３月14日（土） 10時〜 12時
●日 時
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
●場 所
「災害ボランティアのはじめの第一歩」
●内 容
（災害ボランティア活動について・災害ボラン
ティアに関するワークショップ等）
認定特定非営利活動法人
●講 師
日本災害救援ボランティアネットワーク
常務理事 寺本弘伸氏
30名
●定 員
ボランティアや災害支援活動に関心のある方
●対 象
無料
●参加費

※「ワークショップ」とは、一方通行的な知識
や技術の伝達ではなく、参加者がお互いに
話し合い、学び合うことです。
●申込締切 ３月３日（火）

きっかけ
づくり

ボランティア大募集 !
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この共済（保険）は、加入されたボランティアの方が自発的な
意思に基づき、日本国内において他人や地域・社会に貢献する
などボランティア活動中（往復途上を含む）の、万が一の事故に
備えていただくためのものです。
１．加入対象者
ボランティア保険は東京都社会福祉協議会が保険契約者となり、
引受保険会社と契約する保険です。ボランティア個人またはボ
ランティア活動団体は、加入申込者となり、ボランティア個人
が被保険者となる制度です。
・加入申込者の詳細は、以下のとおりです。
加入申込者：兵庫県社会福祉協議会および兵庫県下各市区町
社会福祉協議会に登録された団体および個人ボランティアに
限ります。
２．お支払いの対象となるボランティア活動
自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献することを目的と
した日本国内における無償の活動（交通費、食事代など費用弁償
程度の支給は無償とみなします）で、次のいずれかの活動に限り
ます。
・社会福祉協議会に届け出た、または社会福祉協議会の委嘱を
受けた活動
・所属するボランティア活動団体等の会則に則り、企画立案さ
れた活動
３．掛金（保険料・共済掛金）
【市民活動災害共済プラン】
【天災危険補償プラン】

１名につき 500円
１名につき 600円

４．補償（保険）期間
・平成27年４月１日０時から平成28年３月31日24時までの１
年間。
・また、補償期間の途中での中途加入も可能です。その場合の
補償期間は、加入手続き完了日の翌日０時から平成28年３月
（受付窓口の各市区町社会福祉協議
31日24時までとなります。
会での受付日）
（平成27年４月１日よりご希望の方は、３月31日までに翌年
度として、お申し込みください。）
５．保険金額・支払限度額（一部を紹介します）

傷害補償

ボランティア活動センターでは、下記のボランティアを募集
しています。
①高齢者デイサービス等での活動
ご都合の良い曜日・時間で
●日 時
利用者とのお話・ドライヤーがけなど
●内 容
町内の高齢者施設
●場 所
（ボランティアを募集している施設が複数ありま
す。ご希望を聞かせて頂き調整します）
②希望の家すばる（就労継続Ｂ型）
月 １〜２回程度
●日 時
（午前の場合） 10：30 〜 12：00
（午後の場合） 13：00 〜 15：00
日程については、要相談
利用者と一緒にクッキー作り
●内 容
障害者福祉センター
●場 所
検便の提出が必要。
●備 考
③希望の家すばる（生活介護）
（月）〜（金）
●日 時
13：30 〜 15：30
10：30 〜 12：00
上記で活動の可能な曜日・時間帯
アルミ缶圧縮や手芸品製作などの生産活動
●内 容
ウォーキングやボール運動などのスポーツ活動
音楽や園芸・絵画・製作などの創作余暇活動
調理や外出などの日常生活力を高める活動のお
手伝い
障害者福祉センター
●場 所

兵庫県ボランティア・
市民活動災害共済のご案内

市民活動災害
共済プラン

天災危険補償
プラン

通院保険金日額

4,600円

3,000円

入院保険金日額

8,000円

5,500円

なし

あり

天災危険補償特約

賠償責任補償

1事故につき5億円
（免責金額なし）

※いずれのプランとも、ボランティア自身の食中毒（O-157等）
や熱中症（日射病や熱射病）も補償の対象となります。
※天災危険補償プランでは、天災（地震・噴火・津波）によるケ
ガも補償します。
※詳細は社会福祉協議会にあるパンフレットをご覧ください。

災害ボランティア研修会、ボランティア大募集!、
兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
のご案内についてはいずれも

申込み・問合せ
猪名川町社会福祉協議会ボランティア活動センター
TEL：766-1200 FAX：766-8511

