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猪名川町社会福祉協議会

きっかけ
づくり

猪名川町障害者相談支援センター
猪名川町障害者就労支援センター

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。

身近な地域でのつながり、支え合い活動を支援して
います。地域での困りごと。まずは私たちにご相談を。

障がいのある人が地域で安心して暮らせるための相談窓口

猪名川町地域包括支援センター

高齢者福祉の相談窓口
（介護保険等の申請、成年後見人制度や虐待などの権利擁
護、介護予防の推進など）

ボランティア活動センター

ボランティアに関する窓口
（ボランティアコーディネート、ボランティア養成講座の実施
やボランティア活動保険の取り扱いなど）

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

人の輪
づくり
地域住民間のつ
ながりを深めてい
きます。
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福祉サービス利用援助事業のご紹介

情報の発信
と受信

（日常生活自立支援事業）

こんな不安はありませんか？
① 介護保険など福祉サービスの利用手続きがわかりません…
② お金のやりとりや預貯金の出し入れに自信がありません…
③ 通帳や印鑑・年金証書などを無くしてしまいます…

こんなお手伝いをさせていただきます
① 福祉サービスが利用できるように、相談・説明・手続きのお手伝いをします
② 毎日の生活に必要なお金を金融機関などで出し入れしたり、公共料金などのお支払いのお手伝いをし
ます
③ 通帳（日常生活費50万円程度まで）や公的書類のお預かりも出来ます

ご利用が可能な方
在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者、知的障がい者、精神障
がい者、などの方で、本人の利用意思が確認出来る方。
（ご家族同居の方、グループホームやケアハウスに住んでいる方も可能）

お問合せは、猪名川町社会福祉協議会TEL：766-1200まで。

情報の発信
と受信

軽度生活援助サービスの協力会員募集

高齢や障がいなどのため、日常生活で手助けが必要な方（利用会員）のお宅に訪問して家事のお
手伝いや通院・外出の付き添いの手助け等の活動をしていただける方（協力会員）を募集します
資格有無

資格がなくても登録して活動できます

活動時間

登録時に活動が出来る曜日や時間帯などを詳しく伺います

活動報酬

１時間あたり1,000円から（活動内容・時間によって異なります）

問い合せ

猪名川町社会福祉協議会
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※但し、簡単な講習を受けていただきます（１時間程度）

その範囲内で活動をお願いします

※別途交通費支給（徒歩・自転車での移動は支給されません）

元岡まで

TEL：766-1200

情報の発信
と受信

猪名川町障害者相談支援センター
猪名川町障害者就労支援センター

障害者 相談 支 援セ ン タ ーと は ？
地域で生活されている障がいのある方やご家族の総合相談窓口です。ご本人やご家族が猪名川町で安心
して暮らせるように支援を行っています。障がいに関する制度や福祉サービス、福祉用具の提案など地域
生活を送る上で必要な支援をご本人、ご家族と一緒に考えます。必要に応じて専門機関を紹介しています。
また、計画相談支援も行っています。

計画相談支 援 と は ？
障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、障がい児・者が給付サービスを利用する際にはサービス
等利用計画の作成が必要とされることとなりました。
サービス等利用計画は、ご本人の希望や生活の状況を把握して生活の維持や社会参加に必要な支援を明
らかにするとともに、それにもとづいて障害福祉サービスにとどまらず家族・友人等の支えや地域の関わ
りを含めた社会資源をつなぐことにより、障がいのあるご本人の目指す生活を実現するために役割を果た
すものです。

ご本人・ご家族と相談しながら、
・その人に適した障がい福祉サービスなどの情報を広く提供します。
・今必要な事や課題について活用できる支援があるのかを検討します。
・計画に沿って複数のサービスを調整し、一体的・総合的なサービス提供を行います。
計画相談は、ご本人・ご家族に同意のもとに計画を作成します。

就労支援セ ン タ ーと は ？
就労支援センターでは、障がいのある人の就労に向けての準備や求職活動、職場定着に向けての支援な
ど、一人ひとりに合った形で一緒に考え、就労の場や機会が得られるよう支援を行います。
※当センターはお仕事を紹介するところではありません。

お問合せ
猪名川町障害者相談支援センター・猪名川町障害者就労支援センター
TEL：０７２−７６６−１２００
FAX：０７２−７６６−８５１１
INAGAWA syakyo
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「声の広報」
のご案内

人の輪
づくり

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変えてお届け
します。

【内容・回数】
月１回程度、広報いながわ・社協だよりなど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】
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

【利用するには？】
社会福祉協議会・役場にある「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。

【費

入れて
このケースに
けします
ご自宅にお届

用】

無料

【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。

【問合せ先・申込先】
社会福祉法人

猪名川町社会福祉協議会

（電話）072-766-1200

ボランティア活動センター

（FAX）072-766-8511

点字カレンダ

ー

音訳ボランティア「リヴィエール」では、上記のCD作成以外にも対面朗読などの活動をしています。
また、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・依
頼された図書や文章の点訳を行なっています。ご希望の方は上記までご連絡下さい。

社協づくり
募金の種類

◆◇平成25年度 歳末たすけあい運動のお礼◇◆
平成25年度実績

戸別募金

661,514円

街頭募金

16,534円

その他（募金箱）

計
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1,312円

679,360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一助として配分さ
せていただきました。ご協力ありがとうございました。

きっかけ
づくり

福祉学習
様々な地域で「福祉学習」が実施されて
います。その一部をご紹介します。

猪名川小学校
６年生 「希望の家すばるとの交流」

きっかけ
づくり

福祉学習
白金小学校

４年生 「福祉講演会」
車いすバスケット選手 大内秀之氏のお話・体験
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善 意 銀 行

人の輪
づくり

地域福祉推進のために役立ちたいという皆様の「善意」をお預かりし、地域の必要なところへお届けする
「心と心の橋渡し」をするものです。
猪名川町では、1967年（昭和42年）に発足しました。
お一人お一人の善意を結び、集め、育てることによって、住みよい明るい社会を築いていくことを目指し、
預けられた「善意」は、必要とされている社会福祉施設や地域福祉活動、高齢者・障がい者福祉活動を通じて、
「やさしさ」といっしょに役立てています。

寄付預託の一例
●御祝い事や香典返しの一部
●お店の売上金の一部
●文化祭・バザーでの売上金の一部
●「善意の箱」への寄付
●紙おしめ・尿とりパッド等の介護用品
●車いす・介護用ベッド・杖・ポータブルトイレなどの介護福祉用具
など
※使用できない（故障）物品、払出先が未確定な物品、生ものや動植物等はお
断りさせていただくことがあります。まずは、お問い合わせ下さい。

預託金（寄付）については所得税や法人税の優遇措置が受けられます。
個人の場合→

確定申告時に、寄付金控除を受けられます。

法人の場合→

確定申告時に、損金算入することができます。

「善意の箱」
町内では池田泉州銀行（日生中央支店）、道の駅い
ながわ、猪名川町役場、日生連絡所、木津総合会
館、六瀬住民センター、保健センター、ふるさと館、
図書館、社会福祉会館でご協力、設置させていた
だいています。

寄付払出の一例
●紙オムツやパット等は、必要とされている地域の方や町内の施設等へ。
●車いすや介護用ベッド、杖、手押し車は、公的な福祉サービスの対象にならない方や緊急短期的に福祉用具が必要となっ
た方へ無料貸し出し。 （福祉用具貸出事業）
●火事など不慮の災害を受けた世帯に災害見舞金を。
●地域福祉活動や障害者・高齢者福祉活動費として活用。
預託には直接、総合福祉（ゆうあい）センターへお持ちください。持参することが困難な方や、銀行振り込み・郵送を希
望される場合は、お問い合わせください。
（TEL）072-766-1200

善意のひろば

（H25年12月1日〜H26年2月12日）

○預託
ボランティア団体ネウスいながわ ························· 50,000 円
善意の箱
（募金箱）··················································· 6,080 円
猪名川町仏教会 ··················································· 88,816 円
匿名 ·········································································· 5,000 円
若葉皐月会 ······························································· 3,000 円
天乳寺 ··································································· 17,000 円
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善意の預託ありがとうございました。
下條麻耶 ·································································· 8,546 円
匿名 ················································································· 菓子
○払出
障害者交流事業ふれあいバスツアー ················· 103,174 円
個人緊急払出 ······················································· 30,000 円
町内福祉施設６事業所 ··················································· 菓子
個人 ······························································ 紙オムツ・パッド

こんな時には
福祉用具を

情報の発信
と受信

対象
町内の方

町内在住の方であれば誰で
も利用できます。

い ま す。「 病 気 の た め 急 に 必 要 に
なった」
「スキーで足を骨折したの
で車いすが必要になった」など、福
祉用具が必要なときに、是非ご利
用ください。

但し、次の場合は、必要な料金を

介 護 保 険、 障 害 福 祉 等 で、

負担していただく場合があります。

他のサービスや制度が利用で

①６ヵ月以上ご利用の方はメンテナ

きる方は、そちらが優先とな

ンス料の負担をお願いします。

ります。ただし、事情により

②福祉用具を損傷あるいは亡失した

利用期間
・利用料

際は、補修又は弁償していただきます。

こんな福祉用具を貸し出しています。

車いす
供用）
（介助用、自走用、子

杖

お問い
合わせ

ワーチェアー等の貸し出しをして

利用料は６ヶ月間無料です。

緊急に必要となった時などは利用できます。

福祉用具
の種類

社会福祉協議会では、車いすやシャ

ポータブルトイレ

浴槽台

福祉用具貸出事業
この事業は猪名川町からの受託事業及び善意銀行への寄付で実施さ
れている事業です。
猪名川町社会福祉協議会
TEL：７６６−１２００
FAX：７６６−８５１１

シャワーチェアー

松葉杖

他、歩行器等

お気軽に
ご相談ください。
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情報の発信
と受信

健康づくり講演会

あなたは大丈夫？
高齢者に広がる新型栄養失調
低栄養を予防・改善しよう！（かむ力をサポートする調理のコツ）

飽食の時代を迎えた日本ですが、今、戦中戦後のよう
に栄養失調になってしまう人が増えています。不景気が
原因でもなく、栄養に気を使っている人も、３食食べて
いる人も、誰でも「低栄養」になってしまう危険があるの
です。
「低栄養」とは何か、引き起こす原因とは？
かむ力が弱まり、食事の幅が狭まっていませんか？
毎日を元気に過ごすための上手な食事の摂り方を一緒
に学びましょう。
●日 時 ３月12日（水） 午後２時〜３時15分
●場 所 総合福祉センター
（ゆうあいセンター ２階 研修室）
●講 師 渡邉 規子
（猪名川町社会福祉協議会 管理栄養士）
●定 員 20名程度
●受講料 無料 （試食あり）
●申込・問合せ
３月８日（土）までに
猪名川町社会福祉協議会
TEL：766-1200
FAX：766-8511

情報の発信
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
指して活動しています。今回は障がいのある方との交流
や理解を深める事を目的にセミナーを開催します。
●日 時 ３月29日（土）13時30分〜
●場 所 イナホール（小ホール）
●内 容 ・小西達也氏によるミニコンサート・講演
・猪名川町在住の方による演奏・紙芝居
・映画上映『ちづる』
（字幕付き）
・相談コーナー（お子さんの発達について
川西市医師会の医師による無料相談）
・障害者福祉事業所による生産品の販売
●申 込 不要
相談コーナー、託児は事前予約
要約筆記・手話通訳あります
●問合せ 猪名川町社会福祉協議会
TEL：766-1200
FAX：766-8511
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家族介護教室のご案内

情報の発信
と受信

『遺言知識を深める落語とエンディングノート講座』
いま話題の「エンディングノート」。
人生の最終章を迎えるにあたり、介護や医療、もしも
の時はこんなふうにしてほしい、大切な家族・周囲の人
たちに向けたメッセージなどを書き記しておくための
ノートです。
遺言書との違いなどを、創作落語をまじえながら分か
りやすく教えていただきます。
●日 時
３月15日（土）
午後１時30分〜３時30分
●場 所
総合福祉センター
（ゆうあいセンター ２階 研修室）
●対 象
高齢者を介護されているご家族や関心のある方
●定 員
先着30名
●講 師
きよみ行政書士事務所
行政書士 生島清身氏
●受講料
無料
●申込・問合せ ３月14日（金）までに
猪名川町地域包括支援センター
TEL：766-1200 FAX：766-8511

人の輪
づくり

ボランティア大募集！

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「ふれあい弁当」の配食

●日 時
毎週（水） 11 〜 12時頃
●内 容
ふれあい弁当を利用者宅まで届ける活動
●配食地域 パークタウン・日生方面
※自家用車での活動となります

②高齢者デイサービス等での活動
●日
●内
●場

時
容
所

ご都合の良い曜日・時間で
利用者とのお話・ドライヤーがけなど
町内の高齢者施設
（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）

③希望の家すばる(生活介護)
●日

時

●内

容

●場 所
●問合せ

（月）〜（金）
10時30分〜 12時 13時30分〜 15時
上記の日時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
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
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

