平成26年10月1日 第112号
社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

編集発行：猪名川町社会福祉協議会
〒666-0236 猪名川町北田原字南山14-2
総合福祉センター内（ゆうあいセンター）

http://www.inagawa-syakyo.or.jp/
代表：TEL 072（766）1200／FAX 072（766）8511 障害者福祉センター：TEL 072（766）2592／FAX 072（766）0900
※本紙面におきましては個人・企業名は敬称を省略し、順不同とさせていただくことをご了承下さい。

人の輪
づくり

地域住民間の
つながりを深めて
いきます。

皆で考えた良い

対応を実演

猪名高生もオレンジリングゲット！
○認知症サポーター養成講座

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。

認知症の人にどう接する？

認知症は、誰もがかかる可能性がある病気で、65歳以上の10人に1人が認知症と言われ、身近な問題です。
猪名川町では、認知症について正しく理解し、地域でのさり気ない見守りと優しい声かけをする応援
者「認知症サポーター」を増やす取組みとして、この講座を開催しています。
平成 26 年 8 月末現在で、1,196 人のサポーターが養成されました。
認知症サポーターには、「認知症の人を応援します」という意味を示すオレンジリングを渡
しています。
認知症に関心の高い中高年世代、これから地域で活躍していく若い皆さんにも受
講していただき、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目
指していきます。
( この講座はご要望に応じて、無料で出張して行います。学習
の場、地域の集まりの場、職場研修などでぜひ、
ご活用ください。)

信

と受
信
発
の
情報
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。

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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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法律(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運動です。
猪名川町では、毎年自治会長や民生委員・児童委員・福祉委員を通じて、個人・団体・
事業所へ訪問ならびに街頭募金で募金協力のお願いや学校・幼稚園での募金運動、また
公共機関等においても募金箱を設置し、期間中様々な方法で全町的に運動を実施してお
ります。
お寄せいただいた募金は、翌年県下の福祉施設・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ています。今後もみなさまのご理解とご支援をよろ
しくお願いいたします。
ちなみに昨年の募金額2,211,120円は、兵庫県共同募金会へ納め、その内1,772,000円（約80%）が平成26
年度に猪名川町共同募金委員会に配分され、以下のとおり活用しています。

福祉教育活動

福祉交流活動

町内の小・中学校の

「健康福祉まつり」にかかる

福祉教育協力校の指定事業や

障害福祉活動
「イナワイ」の実施

417,000円

啓発活動に

52,000円

「福祉学習を考える集い」の実施

517,000円

イナワイとは．．．
「猪名川町に住むみんなが支え合
い、にぎわいのある地域をつくる」
活動です。
３年間かけて、みんなのイラス
トを集めて、大きなアート作品を
完成させるプロジェクトに取り組
んでいます。

地域の福祉みんなで参加
高齢者福祉活動

広報・啓発活動

高齢者の生きがい健康促進

社協だより・ホームページ等の

事業（グラウンドゴルフ）大会に

広報・啓発活動に

100,000円
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児童福祉活動
子育て支援活動として
「おもちゃ図書館」の活動に

614,000円

72,000円

街頭募金

戸別募金

日時：10月１日（水）
7：00 〜8：00
場所：日生中央駅前広場

自治会等のご協力により、各地区の募金委員（ボラ
ンティア）が、各家庭を訪問し、募金を呼びかけます。

日時：10月２日（木）
17：00 〜18：00
場所：日生中央駅前広場
日時：10月４日（土）・５日（日）
14：00 〜15：00
場所：イオンモール 猪名川店

職域募金
企業、団体、官公庁などの職場で、
寄付を呼びかける等、職場内で
協力をお願いします。

法人募金
福祉委員等のご協力により、各地区の募金委員（ボラ
ンティア）が、町内の事業所を訪問し、募金を呼びかけます。

学校募金
町内の小・中学校等の協力により、各学校において
「募金袋」を配布し、募金を呼びかけます。

募金箱の設置
町内の公共施設等のご協力により、募金箱を設置
しています。

このように、赤い羽根共同募金のお金が活用されています。（平成25年度）

福祉教育活動

福祉体験学習
聴覚障がいの方のお話

動
高齢者福祉活

グラウンドゴルフ大会

お問い
合わせ

福祉交流活動

健康福祉まつり

動
広報 ・ 啓発活

社協だよりなどの広報活動

動
障害者福祉活

イナワイの活動

児童福祉活動

おもちゃ図書館

猪名川町共同募金委員会（猪名川町社会福祉協議会内）
（電話）766-1200
（FAX）766-8511
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平成

福祉のこころ

年度

大 きく育て

25

町内の小・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
ています。
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。

猪名川小学校

松尾台小学校

○点字学習（点訳ボランティア「てんてまり」）４年生
○福祉講演会
（車いすバスケット選手 大内秀之 氏）
○「希望の家すばる」との交流
（６年生／体験活動他）
○熟年クラブとの交流
（いもの苗植え・おいも料理・昔遊び）
○川西養護学校との交流活動
○介護老人保健施設「せいふう」との交流
（３年生／折り紙・歌）

○合同福祉講演会（５・６年生）
（越塚勇人 氏）
○福祉講演会（１〜４年生）
（関西盲導犬協会 中谷久美子 氏）
○川西養護学校との交流
○地域交流活動
（幼稚園児との交流・学校行事に地域の方々を招待等）

楊津小学校
○福祉講演会
（パラリンピック金メダリスト 加藤作子 氏）
○福祉施設との交流
（ゆうあいセンター・老人保健施設せいふう）
○点字学習（点訳ボランティア「てんてまり」）
（４年生）
○聴覚障がいの学習（手話サークル「マジック」）
（４年生）
○高齢者の擬似体験（４年生）
○地域のお年寄りとの交流（学校行事に招待）

大島小学校
○健康福祉講演会
（名古屋芸術大学名誉教授 三輪弘美 氏）
○校内音楽会へ招待
（ふれあい大島の高齢者（入所の方々）を招待）
○ふれあい大島訪問
（演奏の披露／和太鼓演奏の披露）
○杉生老人会との交流（１年生／昔遊び）
○紙芝居鑑賞会
○猪名川園との交流
（５年生…共同で公園の清掃
６年生…猪名川園にて園生より講話を聞き、共に作業）

平成 26 年度「福祉学習を考え
るつどい」を開催しました !
平成 26 年 8 月 20 日 ( 水 )、町内小・中学校の先生や教育委
員会の方々を対象に、大阪教
育大学の新崎国広准教授を講
師にお招きしました。具体的
な取り組み等をご紹介頂きな
がら福祉学習についてご講義
頂き、学校や地域で活用出来
る実践を学びました。

4‑ INAGAWA syakyo
news

白金小学校
○点字学習（点訳ボランティア「てんてまり」）
（４年生）
○総合福祉センター（ゆうあいセンター）の見学（４年生）
○ゆうあいデイサービス利用者との交流（４年生）
（合奏・手品・紙芝居・折り紙・歌など）
（４年生）
○福祉講演会（車いすバスケット選手 大内秀之 氏）
（４年生）

つつじが丘小学校
○福祉講演会（木村佳友 氏＆介助犬エルモ）
○運動会・図工展に地域の方や高齢者の方々を招待
○川西養護学校やこやの里特別支援学校との交流活動

中谷中学校
○福祉教育講演会（越塚勇人氏）
○特別養護老人ホームさぎそう園へ訪問・交流
○福祉図書による啓発活動

六瀬中学校
○福祉講演会「半ケツとゴミ拾い」 荒川祐二 氏
○高齢者との交流活動
（町主催「敬老会」や介護老人保健施設せいふうにて吹奏楽
部が演奏）

猪名川中学校
○障がいのある人との共生のほか、いじめのない仲間作りの
ための講演会
○啓蒙活動（障がい者・ボランティア・福祉教育に関する書
物を教材にして授業を実施）

小・中学校で展開されている福祉学習は「赤い羽根共同募金
の配分」の一部を活用して実施しています。

きっかけ
づくり

サマーボランティアスクール

今年も夏休み期間に、福祉やボランティアに関心を持って頂く「きっかけ
づくり」として、学生を対象にしたサマーボランティアスクールを開催しま
した。中学１年生から大学４年生まで、計 26 名の参加があり、高齢者・障
がい者施設・ボランティアグループ（音訳・点訳・託児・傾聴）等で、ボランティ
アの体験をしました。

〜参加した学生さんより〜
（高齢者施設での体験）
・自分の家族にも祖母・祖父がいるので、手伝いをしたいと思います。
・たくさんコミュニケーションを取らせて頂き、とても嬉しかったです。将
来目指している職業について考える機会となりました。
・普段、しゃべる機会が少なく、電子機器中心の生活となっていましたが、
このボランティアに参加して、人との会話の楽しさや笑顔に務めることが
できました。

（障がい者施設での体験）
・人の温もりを感じ、今まで以上に「看護師になっていろんな人と関わりた
いな」と思いました。
・どんな小さなことでも声をかけて行うことが大切だと思いました。

（託児ボランティア体験）
・はじめは泣いていた子どもも、慣れてきたらだんだん笑顔になり、やりが
いを感じました。

（傾聴ボランティア体験）
・いろんな方とたくさんお話が出来て楽しかったです。
・コミュニケーションの難しさを感じましたが、色々な話を聞くことが出来
て、とても勉強になりました。

（点訳ボランティア体験）
・難しかったですが、やりがいを感じ、点字を打てるようになりたいと思い
ました。
・初めてでしたが、ボランティアさんの説明が丁寧でとてもわかりやすかっ
たです。アルファベットの点字があることを初めて知りました。

（音訳ボランティア体験）
・言葉のアクセント等を意識しながら、わかりやすく伝えることが大切だと
いうことを学びました。
・CD などに吹き込む作業は、人に見られることはないけれど、とても大切
な活動だと思いました。
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丹波市の救援活動に伴う
職員派遣報告

平成 26 年８月 16 日から発生した豪雨は、兵庫県内各地に大きな被害をも
たらし、特に丹波市では猛烈な降雨により大規模な土砂災害が発生し、多数
の住宅が全半壊、床下浸水等の被害を受け、同市に災害救助法が適用されま
した。
本会では、丹波市災害ボランティアセンターの運営支援等に職員を８月 24
日（日）２名、８月 26 日（火）３名、９月５日（金）５名、９月６日（土）１名、
９月７日（日）２名を派遣しました。
丹波市災害ボランティアセンターの運営支援では、「ボランティア受付班」
「マッチング班」
「資材班」にそれぞれ所属し、活動を行いました。ボランティ
ア受付班では、各地から来られるボランティアの受付業務を行い、マッチン
グ班では、被災者から寄せられるニーズとボランティアに活動を依頼するマッ
チング業務に従事、資材班ではボランティアが使用する資機材の管理や運搬
等を行いました。また、今回はボランティアとしても活動に参加しました。丹波市災害ボランティアセンター
では、沢山のボランティアが訪れ、被災者からの泥出しなどのニーズに応えるべく活動しました。
今回の派遣を通じて、災害時はもちろんのこと、日常的に地域住民をはじめボランティアや NPO 等の支
援団体、行政、社会福祉協議会が連携し、地域福祉力の向上に取り組むことが不可欠であると感じました。
各都道府県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に下記のとおり義援金の募集をしています。

義援金の名称 「丹波市豪雨災害義援金」

①受付期間 平成 26 年８月 25 日（月）から平成 26 年 10 月 31 日（金）まで
②義援金受け入れ口座

※

金融機関

口座番号

加入者名

ゆうちょ銀行又は郵便局

00930 − 1 − 165874

兵庫県共同募金会災害義援金

通信欄に「丹波市豪雨災害義援金」と記入してください。

義援金の名称 「平成 26 年８月

京都府豪雨災害義援金」

①受付期間 平成 26 年８月 25 日（月）から平成 26 年 10 月 31 日（金）まで
②義援金受け入れ口座
金融機関

支店名

口座番号

京都銀行

府庁前

普通預金 4148917

ゆうちょ銀行

口座名義
社会福祉法人

00930 − 8 − 173272

京都府共同募金会

平成 26 年８月京都府豪雨災害義援金

※京都銀行から振込の場合は、備考欄に「平成 26 年８月京都府豪雨災害」とご記入ください。

義援金の名称 「平成 26 年広島県大雨災害義援金」

①募集期間 平成 26 年８月 22 日（金）から平成 26 年 12 月 26 日（金）まで
②義援金受け入れ口座
金融機関
広島銀行
もみじ銀行

口座番号

みかわちょう

三川町支店
しょうわまち

昭和町支店

広島県信用農業協同組合連合会
ゆうちょ銀行

本所

口座名義

普通

0620947

社会福祉法人

広島県共同募金会

普通

3013155

社会福祉法人

広島県共同募金会

普通

0004791

社会福祉法人

広島県共同募金会

00920 − 5 − 234852

広島県共同募金会 （広島県大雨災害義援金）

※広島銀行、もみじ銀行、広島県信用農業協同組合連合会からの振込の場合は、備考欄に「平成 26 年広島県大雨災害
義援金」とご記入ください。
※ゆうちょ銀行の場合は窓口にて、「広島県大雨災害義援金」である旨、お申し出ください。
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第18回ふれあい運動会
初夏の風がさわやかに感じられる中、障が

いのある方とその家族、地域のボランティアの方々総勢
ふれあい運動会を開催しました。
100人以上が集い、
今年度より新たな取り組みとして、要約筆記や手話
サークルのボランティア団体の参加により、当事者が参加
しやすく、楽しんでもらえる運動会になりました！

信
情報の発
と受信

健康福祉まつりに出展
しました。

地域福祉の担い手である住民のみなさんの地域
や社会に参加するきっかけづくりや、活動の場を広げ
る参考になれば…という思いで、今回は床面に設置
したフローチャートを進むと、自分に向いている地域
ボランティアが紹介されるという展示と、車椅子体験
を行いました。フローチャートはゲーム感覚で取り組
める点が好評で、多くの方に楽しく参加できたという
感想をいただきました。
同じ小ホールでは、障がいのある人と、地域をつな
げる活動に取り組むイナワイの啓発イベントも行い、
どちらのブースも子どもから高齢者の方まで、幅広い
方々の参加でにぎわいました。

人の輪
づ くり

第６次 地 域 福 祉 推 進 計
画の策定に向けたワーク
ショップを行いました。

８月８日（金）に福祉会館で、福祉団体の代表者が一
同に会し、団体ごとのグループで地域福祉ニーズや社
会情勢を踏まえた課題とその解決に向けた取り組みに
ついて、最も重要と思われるテーマを１つに絞り、その
取り組み方法についてのアイデアを出し合っていただき
ました。
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健康づくり講演会

皆さん健康寿命という言葉、ご存知ですか？平均寿命
に対して、介護を必要とせず、健康上問題なく日常生活
を送れる期間のことをいいます。
健康寿命を延ばす食生活、いつまでも自立した生活を
送るための食事のコツを一緒に学びませんか。
また今回はこの健康寿命をはばむ今話題のロコモティ
ブシンドローム（略称ロコモ：運動器の障害のために移動
機能の低下をきたした状態）とサルコペニア（加齢に伴う
筋肉量・筋力の低下）についてのお話と理学療法士による
ロコモ予防体操も交えます。
●日 時
平成26年10月31日（金）
14時〜 15時30分
●場 所
総合福祉センター（ゆうあいセンター）
●内 容
健康寿命を延ばす食生活のコツ
〜今話題のロコモティブシンドロームとサ
ルコペニアも交えて〜
●講 師
林 直哉 氏
（市立川西病院 栄養管理室主査 管理栄
養士）
茶谷 友佳子
（猪名川町社会福祉協議会 理学療法士）
●定 員
20名程度
●受講料
無料
●締 切
平成26年10月25日（土）

信

情報の発
と受信

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。
平成26年11月22日（土）
●日 時
13時30分〜 16時30分
イナホール（小ホール）
●場 所
ぷ〜＆み〜による手話漫才
●内 容
猪名川町在住の方々による演奏、紙芝居、
ダンス発表
相談コーナーは事前予約
不要
●申 込
要約筆記 手話通訳あります。
猪名川町障害者相談支援センター
●問合せ
健康づくり講演会、猪名川町障害者自立支援協議会啓発セミナー、
福祉用具展示会のお知らせ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
TEL：766-1200 FAX：766-8511
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福祉用具展示会のお知らせ

福祉用具を実際に見て、触れて、体験できる貴重な機
会として、また在宅生活を支援する一つのツールとして
認識していただくため、猪名川町福祉委員会では下記の
とおり福祉用具展示会を開催します。どうぞご参加・お
立ち寄りください。
●日 時
平成26年11月９日（日） 10時〜15時
●場 所
イナホール（小ホールなど）
●内 容
福祉機器や用具の展示・見学
ミニ講座（認知症や介護等に関する）
介護相談（地域包括支援センター）等
●参加費
無料（自由参加）
●問合せ
福祉委員会事務局

人の輪
づ くり

ふれあいバスツアー参加者募集

町内在住の障がいのある方を対象に、リフト付きバス
を使用して日帰り旅行を実施します。多くの方々の参加
をお待ちしています。
●日 時
平成26年11月15日（土） ８時〜 17時
●場 所
神戸方面（グリコピア神戸及びキリンビア
パーク神戸工場見学）
●募集人員 36名（応募者多数の場合は先着順）
●参加対象 町内の障がいのある方とその家族
●参加費
大人2,000円 子ども1,500円
（食事代別途個人負担）
●主 催
猪名川町社会福祉協議会
●協 力
猪名川町身体障害者父母の会
猪名川町ろうあ協会
猪名川町手をつなぐ育成会
こころ猪名川家族会
●申 込
平成26年10月20日（月）までに電話・FAX
にてお申込みください。
ふれあいバスツアー事務局
TEL：766-2592 FAX：766-0900

善意のひろば

（H26年５月１日〜H26年９月３日）

善意の預託ありがとうございました。

○預託
奥芝 正雄 ····························································· 5,000 円
匿名 ····································································16,500 円
匿名 ························································· 5,162 円、
玉ねぎ
匿名 ·······································································紙オムツ
匿名 ·········································································· 車イス
匿名 ·········································································· 車イス
匿名 ·································································お米 200kg
白金プラチナ倶楽部 ········································· ふき取り布
サマーフェスティバル実行委員会 ······················10,000 円
○払出
公益財団法人ひょうご子どもと家庭福祉財団 ··10,000 円
猪名川町社協ふれあい弁当 ················ 玉ねぎ（指定払出）
猪名川町社協グループホーム ············· 玉ねぎ（指定払出）
猪名川町社協福祉用具貸付事業····················· 車イス2 台
いながわ子供の家 ······················お米 200kg（指定払出）
猪名川町社協すばる、高齢者デイサービス ····ふき取り布（指定払出）

