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世代を超えて共に学び合い、

社協づくり

思いやりの気持ちを育む機会を
作ります。

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。

人の輪づくり
地域住民間のつなが

情報の発信と受信
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。

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
行っています。
猪名川町社会福祉協議会では、多機能型
事業所・高齢者デイサービス・グループホーム・
ふれあい弁当作りの活動などを通じて、利用
者との関わりなどを学び、体験されました。
「第５次 猪名川町地域福祉推進計画 〜
ふれあい活動プラン〜」に基づき、これから
も地域づくりや福祉のきっかけ作りとして、ト
ライやるウィークをはじめ「地域の福祉学習の
推進」に積極的に取り組んでまいります。

りを深めていきます。
社協会費のお願い ••••••••••••••••• 2〜3

猪名川町地域福祉推進計画について ••••• 4

「イナワイ」開催・ふれあい運動会・健康福祉まつり出展 • 5

ふれあいフォトフラッシュ •••••••••••••• 5

ふれあい伝言板 •••••••••••••••••••••• 6

INAGAWA syakyo
n e w s ‑1

社協づくり

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24年度の社協会費は3,141,112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／8％

228,000円

社協組織運営事業／17％

531,112円

ふれあい弁当活動費／15％

479,000円

福祉委員の地域の活動費／37％
ボランティア活動センターの運営／23％

1,167,000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
共済の取扱い、ボランティアグルー
プ連絡会の開催、ボランティア講
座・研修会の開催、ボランティア活
動の啓発、ボランティアグループ活
動費助成などの経費です。
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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・公費補助金委
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25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』
、法人にお願
いする
『賛助会費』
、団体にお願いする
『団体会費』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
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第５次 猪名川町地域福祉推進計画
平成24年４月〜平成27年３月

福祉目標：みんなでつくる安心して暮らせるまちづくり
住み慣れた地域で安心して暮らすために、地域での困りごとや不安などの福祉課題を人との「つながり」や「支
え合い」で解決できる力が求められています。
社会福祉協議会では「地域福祉推進計画」に基づいて、住民の皆様、行政や各関係機関と連携・協働し、共に助
け合う仕組みづくりに取り組んでいます。

きっかけづくり
福祉学習やボランティア講座等
の機会を通じ、世代を超えて共に

社協づくり

学び合い、思いやりの気持ちを育
む地域づくりを目指します。

各課及び事業の連携強化、意思
統一を図り、職員の専門性を高め、
地域住民から信頼される組織づく
りを進めます。

人の輪づくり
困りごとを解決するために、福
祉活動の輪をさらに広げ、住民一
人ひとりはもとより各関係機関・
団体とのつながりを通して「場づ

情報の発信と受信

くり」
「人づくり」の取組みを進め
ます。

住民の皆さんの生活課題を受け
止め、必要な方に必要な情報が届
くように、地域の各種福祉サービ
※今後の社協だよ
りは、これらの取
組みに基づいて事
業紹介を発信して
いきます。

スの周知に努めます。

地域福祉推進計画評価委員会の設置
３ヶ年の計画に対して、住民の立場や専門的な視点から評価を行い、計画の確実、効果的な推進を図ること
を目的に評価委員会を設置しました。
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人の輪
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笑話くらぶ
月1回、認知症・うつ・閉じこも
り予防に頑張っています。
今回は、脳トレと健康づくり
のため、自分たちでメニューを
考え、料理をしました。
「みんなで作って食べると、
おい
しい!」

障害者交流啓発事業
「イナワイ」の
イベントを開催しました！

杉生料理教室

３月16日（土）のイベントには、
200人を超える方々が来場され、子

社協の管理栄養士が講師
となり、杉生老人クラブ女性
部会で季節の食材を使って、
簡単でおいしいアレンジ料理
に挑戦しました。

どもから大学生までの多数の方に
好きな○○

をテーマに絵を描い

てもらい、イベント会場は常に盛況
でした。

人の輪
づくり

ふれあい
運動会

情報の発信
と受信

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

〜みんなで楽しく参加しませんか〜
日

場

時

所

参加対象
参 加 費
申込期間
申込方法

受付時間
催
主

第18回 猪名川町健康福祉まつり
に出展します！

平成25年６月29日（土）
10時から13時
受付は午前９時15分から
総合福祉（ゆうあい）センター
コミュニティードーム
町内の障がいのある方と
その家族
無料
平成25年６月21日（金）まで
ふれあい運動会事務局
（766-2592）へお気軽にご連絡
下さい
９時から17時
ふれあい運動会実行委員会

互の理解と交流を深める機会として開催する「健康福祉まつり」に
出展します。ご家族そろってお越しください。
日

時 平成25年６月９日（日） 10時から15時

開催場所 猪名川町文化体育館（イナホール）
福祉体験

参加した方に自由に、描いてもらったイラ
ストを集めて、１つの大きな絵の作品にし
ます。

障害者交流啓発事業
「イナワイ」

パネル展示

借り物でパン

GET!

認知症予防や車イス体験について、体験や
遊びを通して学ぶことができます。

希望の家すばる

社協が実施している地域福祉事業について
見ていただき、
質問に答えていただきます。
クッキーや作業品の販売
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手話ボランティア入門講座（夜間）

聴覚に障がいのある方のコミュニケーションのひとつ
である「手話」を基礎から学ぶ講座です。
初めての方もやる気があれば大丈夫！日中は仕事をして
いる方や学生の方もぜひこの機会に学んでみませんか？
●日 時
平成25年7月9日（火）〜平成26年2月25日（火）
毎火曜日 全24回 19 〜 21時
●場 所 日生公民館 会議室
●内 容 手話や聴覚障がいの基礎知識について学ぶ
●対 象 手話や聴覚障がいに関心のある方
●定 員 20名（先着順）
●参加費 1,200円（テキスト代）
●共 催 猪名川町ろうあ協会
手話サークル 「マジック」
●申し込み期間
6月1日（土）〜 6月27日（木）
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サマーボランティアスクール 2013

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、中々一歩が
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。
きっと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25年7月20日（土）〜平成25年8月31日（土）
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・短大生・大学生・専門学生等
●参加費 500円
（ボランティア保険代） 申し込みは
7/1〜です
●申し込み期間
7月1日
（月）
〜 7月31日
（水）

いずれの講座も、申込み・問合せは
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）
まで。

人の輪
づくり

ボランティア大募集！

①手作りおもちゃ作り

日時：毎月 第１金曜日
10 〜 12時
場所：総合福祉（ゆうあい）セ
ンター
内容：フェルトや布を使って
のおもちゃ作り

②「ふれあい弁当」の調理

日時：毎月 第２・４水曜日 9 〜 12時
場所：総合福祉（ゆうあい）センター
内容：ふれあい弁当の調理
「ふれあい弁当」とは、

一人暮らしの高齢者などにお届けするお弁当のことです。

③「ふれあい弁当」の配食

日時：毎水曜日 11 〜 12時
※第１水曜日以外
配食地域：猪名川町北部地域（清水・杉生他）
内容：ふれあい弁当を利用者宅まで届ける活動
※自家用車での活動となります

④「ふれあい運動会」のお手伝い

日時：６月29日（土） ９〜 14時
場所：総合福祉（ゆうあい）センター
内容：運動会の準備・運営・片付けなど
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善意のひろば （平成24年11月1日〜平成25年4月30日）
善意の預託ありがとうございました。

○預託
川西地区更生保護女性会 ································· 20,000円
白井 泰子 ······················································· 電子ピアノ
猪名川町仏教会················································· 30,000円
近畿中央ヤクルト販売(株)阪神支社 ················· 12,000円
廣田 勇 ···························································· 20,000円
猪名川町小校区福祉委員（若葉）····················· 10,000円
中川 涼子 ····················································オムツ・毛糸
天乳寺 ································································ 16,500円
若葉皐月会 ··························································· 3,000円
ボランティア団体ネウスイナガワ ······················· 50,000円
白金プラチナ倶楽部 ············································ タオル類
藤井 順子 ······················································ 車椅子・杖
北村 隆幸 ························································ 43,100円
大阪ガス兵庫北リビング営業部
小さな灯運動 兵庫支部································· 15,000円
匿 名 ······························································· ミニコンポ
匿 名 ······································································ タオル
匿 名 ······································································ タオル
匿 名 ·································································· 8,000円
匿 名 ··································································洗濯洗剤
匿 名 ····························ポータブルトイレ・リハビリパンツ
匿 名 ································································ 16,500円
○払い出し
町内福祉施設 ··················································· ミニコンポ
町内福祉施設 ··················································· 電子ピアノ
個 人 ··········································· 緊急払出金 30,000円
個 人 ··········································· 緊急払出金 30,000円

