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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

きっかけ
づくり
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 、
み な さまから の
赤い羽根共同募金が
活 用 さ れ て い ます 。

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。

貸し出しの様子

おもちゃ作り

人の輪
づくり

社会福祉協議会では、
ボランティアによる「手作
りおもちゃ」 の作成をして
おり、そのおもちゃの貸し
出しを行なっています。フェ
ルトや布で出来たあたたか
みのあるおもちゃがたくさ
んあり、地域で行われて
いる集まりなどで活用され
ています。
赤い羽根共同募金 ••••••••••••••••• 2〜3

地域住民間のつながりを
深めていきます。
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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、自治会を通じて地域住民の皆様や福祉委員、教育機関、一般企業にも
募金の協力をいただいております。今年も街頭募金、募金箱の設置など様々な方法で募
金運動を予定しております。
お寄せいただいた募金は、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2,265,508円は、兵庫県共同募金会へ納め、その内1,769,000円（約78％）が平成25
年度に猪名川町共同募金委員会に配分され、以下のとおり活用を予定しています。

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

358,000円

啓発活動に

117,000円

「福祉学習を考える集い」の実施

500,000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

650,000円

44,000円

街頭募金

戸別募金

日時：10月１日（火）
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。

法人募金

日時：10月２日（水）
17：00 〜18：00
場所：日生中央駅前広場

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。

日時：10月12日（土）・13日（日）
14：00 〜15：00
場所：イオン猪名川

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。

職域募金

募金箱の設置

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。

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24年度）

福祉教育活動

松尾台小学校
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

白金小学校 点字学習

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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情報の発信
と受信

健康福祉まつり

平成25年６月９日、 だれもが健康で、 安心して暮らせる地域社会をめざして、 住民相互の理解と交流を深めるこ
とを目的として、 第18回 「健康福祉まつり」 が開催されました。
猪名川町社会福祉協議会は、 福祉委員、 猪名川町キャラバン ・ メイト、 ボランティア、 各種団体の協力を得て、
認知症についての啓発や車イス体験、 障害者交流啓発、 パネル展示コーナーに取り組みました。

福祉会
猪名川町身体障害者
に感激です。

講師の明るさとたくましさ
めには、 まず自ら
障がい者が自立するた
とあらためて考えさ
何事にも挑戦することだ
せられました。
ん改善されたとは
バリアフリーで、 ずいぶ
の外出は大変です。
いえ、 まだまだ単独で

どんこうサークル
今までに知り合うことができなかった人達や
想像もしていなかった分野の人達と共に活動す
ることができて自分たちのサークル活動にもい
かすことができています。

福祉委員会
地域 の皆 さん をつ なぐ ガイ ド役 とし
て、
改めてその大切さを実感した一日で
した。

父母の会
多くの小さな絵
が、 繋 が り 助 け 合
い、 人の 絆を 形成
し、そこに愛を生み、
波紋が波紋を織り
な す 姿 こ そ、 私 た
ちの 猪名 川町 なの
だと思いました。

Co.to.hana （コトハナ）
世代や住んでいる地域を超えて集
まったメンバーでつくりあげたイベント
に、 地域の方が訪れてくれるようにな
り、 集まったイラストで作った手ぬぐい
も喜んでいただけました。
少しずつですが、 「輪」 が広がって
いっていることを実感できました。

きっかけ
づくり

手をつなぐ育成会

会社 や企 業で 頑張 って 働い てい
るの
で、 普段なかなか地域交流できない
若者
が役割を持って参加できて良かった
です。
異な るハ ンデ ィを 抱え た人 たち がイ
ナ
ワイ を通 じ交 流で き、 目に みえ ない
つな
がりができてきた。

ィア
個人ボランテ康
福祉

初めての健
が、 自 分
まつりでした
らボラン
も楽しみなが
ることが
ティア活動をす
です。
できてよかった

「福祉学習を考える集い」を開催しました！

平成25年８月６日（火）に、町内小・中学校の先生方等を対象に、教育
委員会と連携し、研修会と情報交換会を行いました。
大阪教育大学の新崎国広准教授を講師に、
「共生社会をめざした福祉教育・
ボランティア学習」について、「福祉教育は、学校で行われる児童・生徒を
対象としたものだけでなく、地域福祉の推進のためには福祉教育を幅広く
とらえ実践していくことが必要不可欠である」など、講義していただきま
した。
実際に、学校や地域で活用出来る実践を交えた講義で、情報交換会では、
学校の状況を中心に話し合われました。
これからも、「地域における福祉力の向上」に向けて、学校や地域と連携
して福祉学習を推進して参ります。
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人の輪
づくり

第１７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、家族、民生委員児童委員や福祉委員をはじめ
とするボランティア、
スタッフと多くの参加者が集ま
り、総勢100人以上によるふれあい運動会を行う事
ができました。
今年も各関係団体で組織した、
ふれあい運動会実
行委員会の会議を通して、各プログラムの内容を当
事者の方と一緒に考え、小道具もみんなで集まって
作りました。
今回はじめて、猪名川、白金小学校区のまちづくり
協議会の方にも参加してもらうなど、地域と結びつ
きを強める取り組みにも挑戦しました。

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、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。
参加者のみなさんは、高齢者・障がい者施設や
ボランティアグループでの体験を通じて、
いろい
ろなことを感じ、充実した時間を過ごすことが出
来たようです。

人の輪
づくり

杉生男性
料理教室

社協の管理栄養士が講師と
なり、杉生老人クラブの男性陣
で簡単で栄養豊富な料理にチャ
レンジしました。
楽しく賑やかに作った料理は
見事な出来ばえでした。
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D

きっかけ
づくり

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、使用できる貴重な機

会として、また在宅生活を支援する一つのツールとして
認識してもらうため、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。

E

N

・

人の輪
づくり

明石方面（塩づくり体験・舞子海上プロム

●募集人員

介護相談（地域包括支援センター）等

●参加費

TEL：766-1200 FAX：766-8511

きっかけ
づくり

難聴者支援のボランティア
体験講座(全３回)

耳の不自由な方に話の内容を文字にして情報提供する

ボランティアの体験講座です。要約筆記のことを少しで
も多くの方に知っていただくために、聞こえにくく不自
由を感じておられる方の参加も募集しています。

（１回のみの参加も可能です。）
１回目
２回目
３回目

10月17日（木） 字幕制作

13時〜 15時30分 （映像に字幕を付ける）

10月24日（木） 要約筆記
13時〜 15時30分 （紙に書いて伝える方法）
要約筆記
（パソコンで入力して
13時〜 15時30分
伝える方法）

10月31日（木）

※要約筆記とは、話の内容を要約して文字にして伝えること

●場

所

総合福祉（ゆうあい）センター

●主

催

要約筆記ボランティアグループ「ゆきんこ」

●定

員

●申し込み

先着10名

10月９日（水）までに電話・FAXでお申し

●問い合わせ

込みください。

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
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ふれあいバスツアーの募集

所

福祉用具の展示・見学（随時用具説明）

●問い合わせ 猪名川町社会福祉協議会

N

平成25年12月14日（土）

容

無料（自由参加）

A

時

●内

●参加費

B

●日
●場

ミニ講座（認知症や介護について）

・

をお待ちしています。

平成25年11月17日（日） 10時〜15時
猪名川町文化体育館（小ホール）

N

使用して日帰り旅行を計画しております。多くの方の参加

時
所

O

町内在住の障がいのある方を対象に、リフト付きバスを

●日
●場

G

●参加対象

●主
●協

催
力

●申し込み

８時30分〜 17時

ナード・明石市立天文科学館）

40名（応募者多数の場合は抽選）

町内の障がいのある方とその家族
大人3,000円

子ども2,500円

（入園料、交通費、昼食代、傷害保険代含む）
猪名川町社会福祉協議会

猪名川町身体障害者福祉会
猪名川町手をつなぐ育成会
こころ猪名川家族会

10月31日（木）までに電話・FAXでお申し
込みください。

TEL：766-2592 FAX：766-0900

善意のひろば

（H25年５月１日〜H25年８月14日）

善意の預託ありがとうございました。

○預託
森田 君代 ·························································· シーツ類
奥芝 正雄 ·························································５，
０００円
匿名 ···························································介護用おむつ等
匿名 ··························································ポータブルトイレ
匿名 ··································· ポータブルトイレ・嚥下食品等
匿名 ························································タオル・手芸用品
匿名 ···························································介護用おむつ等
匿名 ···························································介護用おむつ等
匿名 ······································································布団一式
匿名 ············································································· 衣類
匿名 ·······························································介護用おむつ
山本 功 ··············································マッサージチェアー
○払出
ひょうご子どもと家庭福祉財団 ········ 一般払出１０，
０００円
個人 ··············································· 緊急払出金３０，
０００円
ゆうあいセンター ·································· 指定払出 シーツ
ゆうあいセンター（地域活動支援センター）···········指定払出 手芸用品
兵庫県北摂・丹波地区里親会 ········ 一般払出 ５，
０００円
町内福祉施設（６事業所）··· 一般払出 介護用おむつ類
町内福祉施設（２事業所）·· 一般払出 ポータブルトイレ
個人（５名）·························· 一般払出 介護用おむつ類
ゆうあいセンター ············· 指定払出 マッサージチェアー

