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サマーボランティアスクールは、福祉やボランティアに関心をもってもらう「きっかけづくり」として、学生を対象に夏休
み期間を利用してボランティア体験をする講座です。
今年も7月21日〜8月31日の夏休み期間中に開催したところ、中学生から大学生まで23名の参加があり、高齢者デイ
サービス・グループホーム・希望の家すばる・あそびのひろば・ふれあい弁当作り・ボランティアグループ （音訳・点訳・
手話）の活動に参加しました。将来、福祉や看護の仕事を考えている方や「自分の出来ることをやってみたい」「人の役
に立ってみたい」「トライやるウィークで社協に来て他の活動もしてみたいと思った」など、参加の動機はさまざまです。参
加者はいろんなことを感じ、自分自身新しい発見もありつつ、充実した時間を過ごすことが出来たようです。

高齢者デイサービス
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ボランティアグループ体験

子ども達も大喜び！

グループホーム

音訳体験では、発声練習と自分の声を
録音をしました

ふれあい弁当作り

参加した学生さんより
将来の夢がますます明確になりました。とても楽しかったです!
利用者さんが「ありがとう」と声をかけて下さり、すごくやりがいを
感じました。
言葉がわからない子どもとどう接したらいいかわからなかったけど、
自分が楽しむことで子どもたちに楽しんでもらえることを学びました。
不安もあったけど、話しかけてもらったり一緒にウォーキングをして仲
良くなれて、すごく楽しくて、来て良かったです。
やる気と気持ちがあれば自分に出来ることはあるとわかりました。
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やさしさが 必ずとどく 赤い羽根
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、毎年自治会長や福祉委員のみなさんを通じて、個人・団体・事業所を訪問し募金協力

のお願いや学校・幼稚園での協力依頼ならびに街頭募金や公共機関等において募金箱を設置するなど、
期間中様々な方法で全町的に運動を展開しています。

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2,348,513円は、兵庫県共同募金会へ納入、その内1,848,000円（約80％）が

平成24年度に猪名川町共同募金委員会（猪名川町社協）に配分され、次のとおり活用しています。

●福祉教育活動

町内小・中学校の福祉教育
協力校の指定事業に
…383千円

●福祉交流活動

ゆうあい福祉の集いに
…300千円

●障がい者福祉活動

ふれあいの集い、作品展等の
活動に
…140千円

地域の福祉、みんなで参加
子育て支援活動として“あそ
びのひろば”の活動に
…300千円
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機関誌・HP等啓発活動に
…625千円

●児童福祉活動

r.

高齢者のいきがい健康促進
事 業（グランドゴルフ大 会
等）
に
…100千円

●広報啓発活動
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●高齢者福祉活動

住み慣れた猪名川町で、
いつまでも
自分らしく暮らしていきたい
現在、福祉を必要としている人の困りごとが増えているのに対し、家族間の支え合い機能（自助）
が弱まっています。また、公的福祉サービスだけでは問題解決に至らないことがあります。
そこで叫ばれてきたのが「地域福祉」です。地域福祉とは、地域での支えあい活動（共助）を
さし福祉委員にもその一旦を担っていただいています。
福祉委員は、各自治会から推薦を受けたボランティアで、平成24年度では93名の方々が選出
されています。

福祉委員は地域のアンテナ役
見つける

知らせる

身近な地域における住民の生活・
福祉課題（困りごと）を見守り
活動や声掛けを通じて見つける。
必要に応じて民生委員児童委員
や自治会、複雑な問題には行政
や社協へ知らせる。

広める

つながる

困っている人に、さまざまな福祉
サービスの情報を広める。

地域の福祉委員同士で、地域の
福祉関係者と、地域の人々や団
体とつながることで問題の解決に
取り組んでいく。

「アンテナの感度向上のための取り組み」
各校区福祉委員会では、地域住民との関わり合い活

動、福祉学習の機会を設け「地域のアンテナ役」とし

ての感度向上に取り組んでいます。その取り組みの一
例として

【認知症高齢者への理解と関わり方】

認知症サポーター養成講座がその一つです。日常の

風景を寸劇にして認知症への理解と関わり方（声掛け

平成23年度
養成講座の様子

の仕方）をグループ討議形式でともに学んでいます。

福祉用具について学びませんか？

年に1度、福祉用具展示会を開催し、実際に福祉用具に手を触れ体験することで福祉用
具について学んでいます。 福祉委員さんだけでなく広く住民の皆様のご参加をお待ちして
います。
●

●

●

●

●

●

時：平成24年11月11日㈰
午前10時〜午後3時
場
所：猪名川町文化体育館 小ホール
内
容：福祉用具の展示・体験コーナー
と相談・健康に関する講座
参加費用：無料
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傾聴ボランティア入門講座
人と話す機会の少ない高齢者や障がい者、子育て中
の人など、さまざまな想いや言葉に耳を傾けるボランティ
アが求められています。
福祉ボランティアの基本でもある
「聴く」
ことを学んでみ
ませんか。
●日 時 10月16日
（火）
・10月23日
（火）
・
10月30日
（火）
（全3回・いずれも午前10時〜正午）
予備日：11月1日
（木）
●場 所 総合福祉
（ゆうあい）
センター 研修室
●内 容 コミュニケーションの基本・傾聴の基本等、
傾聴に関する基本的技術を学ぶ
●講 師 いなまつ ゆか 氏
（心理スペース
「ぽれぽれ」
主宰）
●対象者 すでにボランティアをしている人で、傾聴
に関心のある人や傾聴ボランティアに関心
がある人
●定 員 先着30人
●参加費 無料
●申し込み
10月5日
（金）
（定員になった時点で締め切ります）
ま
でにボランティア活動センターへ
（TEL：766-1200 ／ FAX：766-8511）

第16 回
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認知症サポーター養成講座
（ステップアップ研修）

認知症徘徊対応・声かけ訓練
認知症に対して正しく理解し、温かく見守ってもらえる
応援者を増やし、認知症になっても安心して暮らせるま
ちづくりを目指して。
認知症の方の
「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します。
●日 時 11月23日
（金・祝） 13：30〜16：00
●場 所 日生公民館大集会室
●対象者 過去
「認知症サポーター養成講座」
を受講
された人、および認知症に関心のある人
●主 催 猪名川町地域包括支援センター
●共 催 猪名川町人権・同和教育研究協議会社会
教育部会、猪名川町民生委員児童委員協
議会、猪名川町
●申し込み
11月16日
（金）
までに
猪名川町地域包括支援センターへ
（TEL：766-1200 FAX：766-8511）

ふれあい運動会

スポーツの秋！！ 猪名川町社
会福祉協議会では、障がいのあ
る人たちと一緒に楽しむ
「ふれあ
い運動会」
を開催します。仲間と
家族と一緒にスポーツを楽しみま
しょう。
●日 時 10月20日
（土）
10：00〜13：00
●場 所 総合福祉
（ゆうあい）
センター
コミュニティドーム
●対象者 町内の障がいのある方とその家族、ボラン
ティア、関係諸団体等
●主 催 ふれあい運動会実行委員会
●申し込み
10月12日
（金）
までに
障害者福祉センター内事務局へ
（TEL：766-2592 ／ FAX：766-0900）
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ふれあいバスツアー
8月26日（日）に京都方面（嵯峨野トロッコ列車・嵐山・京
都水族館）へバス旅行に行ってきました。夏休み最後の
週末ということで人出も多くどこも混雑していましたが、
参加された42名の皆さん、それぞれに思い出に残る1日
となったようです。

