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地域で育む福祉学習

阿古谷小学校

猪名川小学校

パラリンピックメダリストの
お話とブラインドサッカーの
ミニ体験

希望の家すばるとの交流

白金小学校
点字を学ぼう！

楊津小学校

高齢者疑似体験教室

社会福祉協議会では、幼少期から「思いやりのある豊かな心」
と「生きる力」を育むことを目的に、町内の小・中学校を「福祉
教育協力校」として指定し、福祉教育を推進しています。
各学校では、高齢者・障がい者との交流や福祉体験活動、世
代間交流、福祉講演会など地域に応じた様々な取り組みが実施さ
れています。（写真は学習の一部です。）
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社会福祉協議会ボランティア活動センターでは、ボラン
ティアのコーディネート・育成など、ボランティアに関す
る様々なサポートを行っています。

どこにあるの？

何をしているの？
① ボランティアの登録受付
② ボランティア活動のコーディネート
③ ボランティア活動に関する
相談・情報提供
④ ボランティア活動の啓発
⑤ ボランティア養成講座の開催
⑥ ボランティア活動センター運営委員会・
ボランティアグループ連絡会の開催
⑦ 兵庫県ボランティア・市民活動
災害共済の受付
⑧ 福祉学習の推進
などを行っています。

総合福祉（ゆうあい）センターに
あります。
ボランティア活動センターは、
1階 事務所内。
ボランティアルームは、
2階にあります。

点訳ボランティア入門講座の様子

ボランティア活動のご紹介
施設で…
お話相手・ドライヤーがけ
お茶出し
外出の付き添い
レクリエーションのお手伝い
作業のお手伝い など

収集活動…
古切手
アルミ缶・牛乳パック
…施設での活動の材料になります

イベントの
お手伝い…
ふれあい運動会等のお手伝い
夏祭りのお手伝い（施設）など

地域福祉活動の
お手伝い…
ふれあい弁当サービスの調理・配食
布のおもちゃ作り
など

趣味・特技を
生かして…

技術を生かして…
手話通訳（手話）
要約筆記（話の内容を
要約して文字にして伝える）
手話通訳の様子
点訳（点字）
音訳（文字情報を音声に換えて伝える）
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活動スタイルは、単発・継
続があります。自身のライ
フワークに合わせて、
まず
はあなたのできるところ
から始めてみませんか？

要約筆記の様子

〜布のおもちゃ〜

歌や演奏などの音楽活動
茶道・華道・書道などの指導
園芸・ガーデニングのお手伝い
趣味を生かしての活動 など

登録ボランティアグループの紹介

ボランティアを希望される方や活動に興味のある方は、お気軽にお問い
合わせください。
グループ名

活動の対象者

提供できる活動

テープライブラリー
リヴィエール

視力障がいの方
高齢者

「声の広報」
（対象：視力障がいの方）
(広報いながわ・社協だよりなどの文字情報を、テープ（ま
たはCD）に吹き込み音声に換えてご自宅にお届けします)
対面朗読（場所：図書館または、ゆうあいセンター）

調理ボランティア
えぷろん

虚弱な高齢者
重度の障がいを
持つ方

社協が実施する「ふれあい弁当」サービスの調理を
担当

聴覚障がいの方

手話通訳
福祉学習（手話の体験等）
聴覚障がいに関する情報提供
聴覚障がいの方との交流
手話の学習

視覚障がいの方

広報いながわの点訳（一部抜粋）
点字カレンダーの制作
依頼された図書や文章の点訳
福祉学習（点字学習）

手話サークル
うりんぼう
手話サークル
マジック
点訳ボランティア
てんてまり
要約筆記ボランティア
ゆきんこ

聴覚障がいの方
（主に難聴者・中途失聴者）

夢ネットいながわ

高齢者
障がいを持つ方

託児ボランティア
ぽんぽこ

未就園児
（生後6 ヶ月〜）

要約筆記活動（話の内容を要約し文字にして伝えます）
字幕付きDVDの制作、上映会の開催
パソコンに馴染むお手伝い
行政機関・公共性のある活動をしている団体・グルー
プが実施する講演会や学習会での託児

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済

兵庫県ボランティア・市民活動災害共済は、加入されたボラン
ティアが自発的な意思に基づき、日本国内において他人や地域社
会に貢献するなど社会的に意義のあるボランティア活動中(往復
途上含む)の、万が一の事故に備えていただくためのものです。

【掛け金】

1名につき500円

【補償内容の一部】

❶ 傷害補償
（事故によるケガをされた場合）
❷ 賠償責任補償
（第三者の身体又は財物に損害を与え、法律
上の損害賠償責任を負った場合）
※なお、活動内容や状況によっては補償の対象にならない場
合があります。

【補償期間】

加入手続き完了日の翌日から平成25年3月31日まで

ボランティア活動に
関するご相談は…
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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福祉委員活動報告
福祉用具展示会の開催
11月11日（日）、イナホール（小ホール）にて開催。
今年で3回目の開催ですが、あいにくの雨にもかかわらず、昨年
度よりも多くの来場があり盛況でした。実際に福祉用具に見て触れ
て使用して、またミニ講座では理学療法士による健康体操や食事の
時の正しい座り方、床ずれ予防について実践をまじえた講演、管理
栄養士による介護食の調理の工夫の話がありました。
介護や健康について意識を高めるよい機会となりました。

福祉委員全体会「コミュニケーション」研修
12月8日（土）、福祉委員に集まっていただき、心理スペース「ぽれぽれ」 主
宰の臨床心理士、いなまつゆかさんを講師に招き、研修会を行いました。
テーマは「大人と子どものコミュニケーション〜いじめをなくすために〜」。い
じめを見つけやすくする、いじめられにくくなる、
いじめたくなくなるように、子どもへの関わり方を
学びました。子どもが悩みを相談しやすい雰囲気
づくりや、いじめの原因と対策だけにとらわれず、
まず子どもの気持ちを受け止めることの大切さを実感するためにコミュニケーショ
ンの訓練も行いました。福祉委員として、地域で見守る大人として、たいへん役
に立つ研修として好評でした。

福祉委員とは…
①

地域における住民の生活・福祉課題（困りごと）を見守り活動や声かけ、相談対応しながら早期発
見する地域の アンテナ役 です。

② 猪名川町にある福祉（制度・サービス）を知っていただき、お困りのご近所さんがいらっしゃった時に
「こういうサービスがあるよ」と情報を 伝える役 です。
③

社協やその他の関係機関・専門職につないでいく パイプ役 です。

みなさんの地域でも、小学校区毎、自治会毎でサロンや講座、その他地域活動で活躍されています。

（福祉委員は、地域福祉活動の推進のために、社協が各自治会に推薦をお願いして選ばれた方々です。）
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福祉サービス利用援助
事業のご利用を
例えば…
Aさん（80歳）は、住み慣れた家でヘルパーの支援を
受けながら一人で生活しています。最近物忘れがひどく
なり「お金がない」
「通帳を盗られた」と訴えるようにな
りました。
その度に一緒に探し、布団の下やタンスの隙間から見
つかるということが多くなってきて心配です。

そんな時は…福祉サービス利用援助事業
この事業は、在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者な
どの方で、ご本人の利用意思が確認出来る方がご利用できます。

●福祉サービスを利用できるようにお手伝いします●
介護などの福祉サービスを利用したい時に相談を受けたり、分からないことを説明します。また、
利用できるように手続きのお手伝いもします。

●生活に必要なお金の管理をします●
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、電気やガスなどの公共料金や家賃など
のお支払をします。また、役場などから送られた手紙等を確認し、手続きが必要な時はそのお手伝い
をします。

●通帳や書類などをお預かりします●
通帳や書類などを自分で管理することに不安のある場合は、預かることもできます（ただし、通帳
は50万円分まで）
。

まずは、ご相談を…社会福祉協議会（☎：766-1200（代））まで。
平成24年度

歳末たすけあい運動

去る12月1日から始まった「歳末たす
けあい運動」 は右記のとおりたくさん
のご協力をいただきました。いただい
た募金は配分委員会で協議の上、町内
の困窮している世帯の方々に、暖かい
正月を迎えていただくための一助とし
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。

○歳末たすけあい運動募金集計表
平成24年12月19日現在
（単位：円）

募金の種類

平成24年度実績

平成23年度実績

戸別募金

422,161

672,497

街頭募金

13,574

29,204

1,862

3,411

437,597

705,112

その他（募金箱）
計
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平成24年度 赤い羽根共同募金 約
共同募金集計表
募金の種類

平成24年12月19日現在（単位：円）
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みなさまのあたたかいご協力、
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219万円の募金が集まりました

去る10月1日から始まった「赤い羽根共同募金運動」

平成24年度実績

平成23年度実績

は、皆様のご協力により多額の募金をいただくことがで

戸別募金

1,398,107

1,524,323

街頭募金

46,115

63,894

きました。この心温まる貴重な浄財は、兵庫県共同募金

法人募金

307,000

349,000

職域募金

290,500

286,000

学校募金

140,703

117,433

8,370

7,863

2,190,795

2,348,513

その他（募金箱）
計

会を通じて、県内の福祉施設や福祉団体に贈られます。
また、猪名川町におきましても、各学校での福祉教育事
業や子育て支援活動、障がいのある方々の交流活動など
の地域福祉活動の貴重な財源とさせていただきます。

募金いただいた皆様、また募金を集めていただ
いた自治会の皆様、街頭募金活動ににご協力いた
だいた皆様、ご協力まことにありがとうございま
した。
法人及び事業所においても下記のとおり多くの
ご協力をいただき、ありがとうございました。

街頭募金活動の様子

紫合・阿古谷地区

（株）上田工務店、川辺石油（有）、
（株）
中谷建設、桝川光輝（株）、
（株）
ミウラ、坂田診療所、
（株）
イ
ノテック、猪名川動物医療センター、
（有）大西瓦工建、
（有）
にしむら建材、猪名川グリーンCC、
（株）
三方造園

若葉・白金地区

安達歯科医院、
（株）関西リスクシェアリング、貴田医院、山内歯科、仁部電器、アランパーク、
（有）
盟学社、上田新聞舗、やまむら接骨院、北村耳鼻咽喉科、日本料理ききょう、森田内科医院、わ
らべ若葉店、ヘアーサロンウパーリ、社福）
グットサマリタンチャーチ、NPO法人Future&hope、
（株）
ペトロスター関西セルフ猪名川ジャスコ前SS、たのうえこどもクリニック、米村歯科医院、中
村内科クリニック

松尾台・伏見台・内馬場
・原地区

サピエ会、池田泉州銀行（株）
日生中央支店、井之上眼科、兵庫ダイハツ販売（株）、レインボーハ
イツ、美容室ピンク、社福）
あかね天河草子、朝日新聞アンカー ASA日生中央、新星和不動産（株）
団地総合事業部、森内科小児科医院、クリニックヤマガミ、アリスゴルフ倶楽部、福原自動車工業所、
大阪YMCA松尾台幼稚園、ひなせ

差組・広根地区

織部自動車工業所、
（株）観月荘、
（有）
フクダデンキ、
（株）北摂住宅サービス、福田園芸、
（有）天神建
設、生駒病院、最徳寺、
（株）仁部工務店、こたけ整形外科クリニック

北田原・南田原・北野地区

猪名川顔料（株）、円行寺

木津・栃原・笹尾・万善地区

長宣寺、
（有）辻井工務店、猪名川園芸、称名寺、楊津自動車、
（株）平井商店、サンポート本店、
東山材木店、
（株）
日輝製作所、高原ロッジメープル猪名川、
ローソン猪名川町笹尾店、安楽寺、福一、
（株）
アシストコーポレーション、
（株）
いながわフレッシュパーク

柏梨田・上野地区

（株）
ムラヤマデンキ、兵庫六甲農協猪名川支店、
（有）
フジオート、
（有）
ナカタニ、
（株）宮崎設備、ま
んか旅館、家門正幸税理士事務所

鎌倉・清水地区
柏原地区

渡瀬建材店、三栄建設工業（株）、
（株）協栄メディカルサービス、
（有）
田中管工所、猪名川霊園、
（株）
猪名川石材
チェリーゴルフクラブ、ペンションきのこ園

※平成24年12月19日時点で確認させていただいた法人及び事業所様を掲載させていただいております。
（順不同・敬称略）
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石巻日日新聞手書きの
壁新聞・写真パネル展
平成24年10月1日（月）〜11日（木）までの11日
間、ゆうあいセンターの1F図書コーナーにおいて、
石巻日日新聞よ
り貸出を受けた
手 書きの 壁 新
聞7枚と震災直
後の被災地の
様子の写真パ
ネル展を、改め
て震災について
考える機会とす
ることを目的として開催しました。来場者には、
シンサ
イミライノハナに、被災地の方へのメッセージや感じ
たことを記入していただき、花のオブジェにして飾る
ことで多くの人に、震災について考えていただくきっ
かけを作りました。

ふれあい運動会
10月20日（土）に、障がいのある方、家
族、ボランティア、
スタッフと多くの参加者が
集まり、総勢100人によるふれあい運動会を
行いました。参加団体や当事者の方が各プ
ログラムを担当し、手作り感いっぱいの運動
会になりました。競技終了後には、参加者全
員でぜんざいを食べて交流を図るなど、
みん
なの笑顔が絶えない日になりました。

認知症徘徊対応・声かけ訓練
11月23日（金）に認知症サポーター養成
講座の一環で、認知症を正しく理解し、温か
く優しいまちづくりを目指して開催。
今回は、認知症状の一つである「徘徊」と
いう行動の意味を考え、
どう声をかけ、付き
添ったらよいかを実践で学びました。
迷って困っている人への最初の声かけ、
意外に勇気がいるものですね。

いながわエイブルアート2012
手をつなぐ育成会では、12月の障害者週間に合せて、障がいのある人
の可能性（エイブル）に注目した「いながわエイブルアート2012」を開催。
この作品展は、障害のある人が製作した作品を広く、地域住民の皆さん
に紹介し、障がいや障がいのある人に対する理解を深めることを目的とし
ており、多くの方に鑑賞していただきました。
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ボランティアきっかけ講座
初めてボランティアをする方や関心のある方を対象に、
ボランティア活動について学ぶ講座を開催します。
今年から新しいことにチャレンジしてみよう！ という方、
気になっているけれども中々参加できない方など、ぜひこ
の機会に一緒に学んでみませんか。
1日だけの参加も大歓迎です！ お気軽にご参加ください。
と き 平成25年2月9日
（土）
・16日
（土）
10：00〜12：00（全2回）
※1日のみの参加も大歓迎
ところ 総合福祉
（ゆうあい）
センター
対 象 ボランティアに関心のある方
定 員 先着20名
内

容

講

師

「ボランティア活動って、
どうす
第1回
兵庫県社会福祉協議会
ればいいの？」
2/9（土）
西浦耕太氏
〜ボランティア活動のイロハ〜
「パラリンピックメダリストの話
第2回 を聞いてみよう！」
パラリンピックメダリスト
2/16（土） 〜ブラインドサッカー（視覚障
齊藤晃司氏
がい者サッカー）のミニ体験〜

参加費 無料
申込み期間 1月4日
（金）
〜1月25日
（金）
申込み・お問合せ先
ボランティア活動センター
（TEL.766-1200 FAX.766-8511）

グループホームの入居者募集
入 居 先 認知症対応型共同生活介護事業所
「ゆうあ
いグループホーム」
猪名川町北田原字南山14-2
総合福祉
（ゆうあい）
センター 2階内
対
象 身の回りのことができ
る町 内 在 住の認 知 症
高齢者
（要 支 援2以 上
の認定された方）
募集人員 1人
利用料金 要介護度等により算出
お申込み 当ホーム備え付けの所
定申込書類に必要事項を記載のうえ、平成
25年1月20日
（日）
までに申込みください。
お問合せ ゆうあいグループホーム
TEL.766-1200（担当：別宮）
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善意の預託ありがとうございました。
（順不同）
○預託
猪名川小校区福祉委員・若葉夏祭り 様 ·········· 5,544円
奥芝 正雄 様··················································· 5,000円
米村 隆司 様 ················································· 30,000円
猪名川町動物愛護福祉協会 様······················ 22,000円
サマーフェスティバル実行委員会 様 ·············· 10,000円
吉田 悦子 様····································· キャリーカート2台
匿 名 ································································ 10,000円
匿 名 ·································································· 2,050円
匿 名 ·································································· 6,970円
匿 名 ································································ 10,500円
匿 名 ································································ 30,000円
匿 名 ······································································ タオル
匿 名 ····································································· 車椅子
匿 名 ························ オキシメーター・紙おむつ・吸引器
匿 名 ································ ステップ・取手・ネプライザー
匿 名 ······················································ポータブルトイレ
匿 名 ······················································ポータブルトイレ
匿 名 ·························································· スラックス2本
匿 名 ··································································· パジャマ
○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
兵庫県北摂・丹波地区里親会 ···························· 5,000円
町内福祉施設 ············································ オキシメーター
町内福祉施設 ···································· 吸引器・カテーテル
福祉用具リサイクル貸出事業 ···風呂ステップ・手すり・車椅子
町内福祉施設 ······················································ 紙おむつ
町内福祉施設 ················· ネブライザー・ポータブルトイレ
町内福祉施設 ··············································リハビリパンツ
個 人 ······················································ポータブルトイレ
個 人 ··········································· 災害見舞金 30,000円
個 人 ··········································· 災害見舞金 30,000円

ゆうあいセンター年始の休館のお知らせ
年始より1月3日
（木）
まで休館し
ます。なお、1月4日
（金）
より営業
となります。
（プールは5日から）ま
た、1月開催の町内在住者のコミュ
ニティドーム抽選会は、1月5日
（土）
午前9時30分より開催します。
お問合せ
ゆうあいセンターまで
（TEL.766-1200）

