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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。

○トライやるウィーク

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。

今年度も、中学生が職場体験を通じて地域に学び生きる力を育むことを目
的に、町内３校からのトライやるウィークの受け入れを行いました。
社協では、多機能型事業所希望の家すばる・高齢者デイサー
ビス・グループホーム・ふれあい弁当作り等の活動を
通じて利用者との関わりなどを学び、貴重な
体験をされました。
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情

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。

地域住民間のつ
ながりを深めていき
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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猪名川町社会福祉協議
ご協力いただき

皆様からいただいた平成25年度の社協会費は2,904,435円でした。
！
このあたたかい会費は、このように活かされています！
ふれあい弁当活動費

社協組織運営事業

ひとり暮らし高齢者及び
高齢者夫婦世帯、重度障が
いのある人を対象に、食生
活の充実と安否の確認を目
的として毎週水曜日に昼食
を配食している活動にかか
る経費です。

社協の人材育成
にかかる費 用 等 組
織 の 運 営 にかかる
経費に充てています。
（人件費を除く）

その他／4％

126,000円

社協組織運営事業／11％

316,435円

ふれあい弁当活動費／18％

506,000円

福祉委員の地域の活動費／42％
ボランティア活動センターの運営／25％

1,220,000円

736,000円

福祉委員の地域の活動費
ボランティア活動センターの運営
ボランティアに関する相談受付、
兵庫県ボランティア・市民活動災害
ボランティアグルー
共済の取扱い、
ボランティア講座・
プ連絡会の開催、
ボランティア活動の
研修会の開催、
ボランティアグループ活動費
啓発、
助成などの経費です。

2‑ INAGAWA syakyo
news

それぞれの地域の特性にあわせた
福祉啓発活動、地域ふれあい交流活
動、在宅福祉援助活動を実施する校
区・地区福祉委員会への活動費助成
などの経費です。

会会員会費に
ありがとうございます!!
「住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり」を実現するために、今年度も社協会員を
募集いたします。地域の皆様の参加、協力のもと、よりきめ細やかな地域福祉・在宅福祉
活動に会費は活かされます。
社協の活動財源には、自主運営事業の報酬、寄付金・共同募金配分金・公費補助金受
託料のほかに、住民の皆様が会員となって納めていただく会費があります。皆様からご協力
いただく会費は、社協の運営の基盤となっており、地域福祉を推進するための貴重な財源
にもなっています。

あなたの「会費」が
地域福祉を支えます。
平成26年度 社協会費
一 般 会 員

1口

500円

団 体 会 員

1口

5,000円

賛 助 会 員

1口

5,000円

皆様の『会費』は、地域福祉活動の大切な財源となっています。

猪名川町社会福祉協議会が行う地域福祉活動は、個人、各世帯にお願いする
『一般会費』
、団体にお願
いする
『団体会費』
、法人にお願いする
『賛助会費』で支えられています。ご協力いただく
『会費』は地域に根
差した住民活動を進めるために欠かせない財源となり、地域福祉活動の推進のために役立てています。
今年も皆様のあたたかいご理解ご協力をお願い致します。

募集の
方 法

各自治会や福祉委員の方々のご協力を得て、お
願いに伺います。また、事務局でも受け付けて
いますので、ご協力をお願い致します。

●会員会費に関する問い合わせは
猪名川町社会福祉協議会まで

☎766-1200 FAX 766-8511
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皆様からの社協会費で成り立っています！

地域で活躍！福祉委員会

「誰もが住みやすいまちづくりを目指す」ことを目標に、社協と共に地域福祉活動にご協力いただく福祉委員さ
んが、各自治会から選出されています。
地域福祉活動の中心は、主に日常生活圏域とされ、小学校区または中学校区が適当と言われています。猪名川町
では、基本的に小学校区単位で福祉委員会が組織されており、現在 8 つの校区・地区福祉委員会で活動しています。
福祉委員会は、それぞれの地域の特性に合わせて、住民同士のつながりやふれ合いの場づくり、福祉の理解・啓
発をすすめる場づくり、既にある地域のつながり・活動への積極的な参加・協力、高齢者世帯などへの見守り・声
かけ活動などを展開しています。
その活動の一部をご紹介します。

白金小校区福祉委員会

内馬場・伏見台地区福祉委員会
地域で気軽に集える場、世代間交流などを目

これまでのさまざまな活動に加え、新たに平
成 25 年９月より、「ほっとサロン絆」と称し、月

的に、小学生の長期休みなどに合わせて年４回、

１回（第３木曜午後）のサロン活動を始めました。

子ども向け、大人向けの映画会を伏見台自治会

昼間一人で過ごされている高齢者の方、地域
での交流の輪を広げたい定年退職後の熟年世代、

館で行なっています。毎回たくさんの参加をい
ただき、大変好評です。
世代を超えて、お互い顔を合わせて、声をか

「ほっ
日頃家事に忙しい奥様方へ、居心地の良い、
と」できる「つどいの場」へぜひお気軽にお立ち

け合える地域づくりを目指しています。

寄りを！毎回、プチ講座も企画しています。

楊津小校区福祉委員会 ／ 大島小校区福祉委員会
楊津・大島小校区福祉委員会共催で、昨年度も「認知症
サポーター養成講座」を開催しました。
認知症について学び、接し方を皆でロールプレイで練習。
和気あいあい、意見交換をしながら、認知症や介護につい
て、また地域で支えていくということについて、みんなで
一緒に考える良い機会となりました。

他の校区・地区でも、皆さまの地域でさまざまな形で福祉委員さんが活動されています。
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健康づくり講演会

３月12日健康づくり講演会を開催しまし
た。今回は「あなたは大丈夫??高齢者に広がる新型栄養
失調」というテーマで、低栄養について、高齢者が健康を
維持するために摂りたい食べ物や目安量を「みかんの花
咲く丘♪」の替え歌を交えながら、楽しく学びました。

信
情報の発
と受信

家族介護教室

平成26年３月15日（土）、
「遺言知識
を深める落語とエンディングノート講座」と題して、行
政書士の生島清身さんに落語をまじえて講演いただ
きました。
当日は35名の方が参加。死に支度だけではない、
自分の人生ときちんと向き合い、自分が、家族が、
ど
う生きたいかを前向きに考える、
ということを学びま
した。

きっかけ
づくり

手話ボランティア
入門講座を
実施しました！

平成 25 年７月〜平成 26 年２月に、聴
覚障がい者のコミュニケーションを支援
する手話ボランティアの養成を目的とし
（全 24
て、「手話ボランティア入門講座」
回）を実施しました。聴覚障がいの基礎
知識や手話による表現を学びました。最
後 の 講 座 で は、 オ リ ジ
ナル劇「３匹のかわいい
おおかみ」を手話で表現
し、手話サークルの方々
やろうあ協会の方々と
交流しました。

きっかけ
づくり

災害ボランティア養成講座を
実施しました！

・15 日（土）、総合福祉 ( ゆうあ
平成 26 年３月８日（土）
い ) センターにて、災害時にボランティアとして活動する
（２回コース）を実施
人材の養成を目的に、「災害ボランティア養成講座」
しました。
第１回目は、猪名川町総務課危機管理室 肥爪淳氏より「猪名川町防
災マップ」を用いて、猪名川町の防災や風水害等の現状についてご講義
頂き災害ボランティアとしてどのような
ことが出来るかを考えました。
第２回目は、神戸クロスロード研究会
代表理事 浜尚美氏を講師としてお招
きして、災害シミュレーションゲーム「ク
ロスロード」を使って、災害時における
様々な場面を自らの問題として考え、Ｙ
ＥＳかＮＯかで自分の考えを示し、参加
者同士で意見交換を行いました。
参加者からは「日頃から、家族や地域の
人と話し合っておくことが必要だと思っ
「いろんな考えや価値観があることが
た。」
わかった。」などの感想が寄せられました。

〜これらの事業は、地域の皆さまから頂きました社協会費の一部を活用して実施しています〜

東日本大震災義援金
募金箱終了のお知らせ

猪名川町社会福祉協議会では、猪名川町共同募金委員会と共同で実施していた東日本大震災義援金
募金箱の設置を中央共同募金会の募集終了に基づき、平成 26 年３月末にて終了いたしました。
合計 870,510 円を送金いたしました。ご協力ありがとうございました。

日本赤十字社では引き続き東日本大震災義援金を受け付けています。
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ふれあい運動会

今年も、町内の障がいのある方とその家族や地域の方
が共に楽しむ運動会を開催します。みんなで楽しめる競
技やレクリエーションを企画していますので、たくさん
の方の参加をお待ちしています。
手話通訳
●日 時 平成26年６月28日（土）
10：00 〜 13：00
要約筆記あり
受付は９：15 〜
●場 所 総合福祉(ゆうあい)センター
コミュニティードーム
●対 象 町内の障がいのある方とその家族
●参加費
無料
●申込・問合せ ６月20日（金）まで
ふれあい運動会実行委員会事務局
TEL：7662592 FAX：766-0900
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ボランティア募集

①ふれあい運動会のお手伝い
●日
●内
●場

時
容
所

平成26年６月28日
（土）９：15〜13：00
運動会の競技の補助・片付けなど
総合福祉（ゆうあい）センター
コミュニティドーム

②クッキー作りのお手伝い
●日

時

●場

月 １〜２回程度
（午前の場合） 10：00 〜 12：00
（午後の場合） 13：00 〜 15：00
日程については、要相談
容
希望の家すばる（就労継続支援Ｂ型）利用者
と一緒にクッキー作り
所 障害者福祉センター

●日

時

●内

容

●内

③プールで遊ぼう会のお手伝い

●場

所

毎週（水） 15：30 〜 17：00
（都合の良い日で）
猪名川町手をつなぐ育成会主催の療育プー
ル「プールで遊ぼう会」でのコーチや補助・
見守りなど
総合福祉（ゆうあい）センター プール

善意のひろば

（H26年３月１日〜H26年４月30日）

○預託
猪名川町老人クラブ連合会女性部会 ·············· ふき取り布
匿名 ······················································10,000円、タオル
匿名 ······························································リハビリパンツ
大阪ガス株式会社小さな灯運動兵庫支部········ 15,000円
匿名 ·········································· シャワーチェアー、浴槽台
善意の箱募金（町内10施設設置分）·················· 7,886円
田口 ふく ····························································紙オムツ
匿名 ··························································ポータブルトイレ
匿名 ·························································石鹸、シャンプー
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サマーボランティアスクール 2014

夏休みの期間を利用して、
「ボランティア活動体験」がで
きる企画です。ボランティア活動をしてみたいけれど、
なかなか一歩が踏み出せない方や「誰かのために何かして
みたい！」という方も、ちょっぴり勇気を出して活動して
みませんか。
将来の夢や進路につながる新たな発見が出来るかも!?
●日 時
平成26年７月19日（土）
申し込みは
〜平成26年８月31日（日）
7/1〜です
１日のみの活動もOK ！
●場 所
総合福祉（ゆうあい）センター他
●内 容
高齢者・障がい者施設、ふれあい弁当作り
ボランティアグループ等でのボランティア
体験など
●対 象
中学生・高校生・大学生・専門学生等
●参加費
500円もしくは600円（ボランティア保険
代。加入するプランによって金額が異なり
ます）
●受付期間 ７月１日（火）〜７月31日（木）
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一緒に学ぼう !
傾聴ボランティア実践講座

時

平成26年８月19日（火）
10：00 〜 12：00
●場 所
総合福祉（ゆうあい）センター 研修室
●内 容
傾聴ボランティアの活動をする時に「どう
すれば良い？」
「困った…」等と感じること
を、どのように受け止め対処していくか、
講師の助言を得ながら考え、学びます。
●講 師
心理スペース「ぽれぽれ」
主宰 いなまつ ゆか 氏
●募集人数
20名 （傾聴ボランティアやお話相手な
どの活動経験がある方）
●参加費
200円（資料代）
●主 催 傾聴ボランティア「みみい〜な」
●締 切 ８月８日（金）

講座、ボランティアの申込み・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

善意の預託ありがとうございました。
匿名 ······································································ 7,600円
株式会社ザ・オオクワ ········································· 5,000円
林 昌吾 ······························································ 1,000円
林 晴子 ······························································ 1,000円
林 昌臣 ······························································ 1,000円
○払い出し
猪名川町社協（ふれあい弁当）···· 10,000円（指定払出）
猪名川町社協（福祉用具貸出）···シャワーチェアー、浴槽台（指定払出）
今井病院 ···························· ポータブルトイレ、ふき取り布

