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平成24年1月21日、イオンモール猪名川店において、エイブルアート地域交流会を開催しました。
猪名川町内の障害者団体をはじめ、ボランティアや事業所の協力を得て、障がいのある人たちの
表現する機会を提供するとともに、これまで出会うことのなかった人同士が出会うことで、新たな
コラボレーションが生まれることを目指しました。
当日は、地域の多くの親子連れやボランティアの方々に参加していただき、障がいのある人との
作品づくりを通じた交流や地域での 新しいつながり を持つことができました。
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赤い羽根共同募金運動
昨年、10月1日から12月31日まで実施しました「赤い羽根共同募金運動」に対し、自治
会をはじめとする地域のみなさん、学校、会社・事業所等の多くの方々にご理解ご協力を
いただき、心からお礼申し上げます。
皆様方からいただいたあたたかい心が込められた募金は、地域で安心して暮らすことが
できる「福祉のまちづくり活動」のために役立てます。

イオン猪名川ショッピングセンターでのパネル展示

街頭募金活動

日生中央サピエでの啓発イベント

なお、ご賛同いただいた法人および事業所は次のとおりです。
JA猪名川支店、猪名川顔料㈱、猪名川霊園、晴風園 今井病院、岩屋館、上田工務店㈱、大西瓦建材店、川辺石油㈲、
㈱協栄メディカルサービス、坂田診療所、三栄建設工業㈱、サンクス猪名川パークタウン店、長宣寺、猪名川動
物医療センター、中谷建設、福井商店、桝川光輝㈱、緑のマーケット日生猪名川店、宮崎設備㈱、㈱猪名川石材、
イノテック㈱、㈱小東組、㈱ミウラ、㈲小路自動車、㈲田中管工所、㈲にしむら建材、YMCA松尾台幼稚園、安
達歯科医院、アランパーク、㈱池田泉州銀行 日生中央支店、井之上眼科、織部自動車工業所、㈱観月荘、貴田
医院、㈱北摂住宅サービス、サピエ会、たのうえこどもクリニック、中村内科クリニック、ニンベデンキ、ひなせ、
福田園芸、福原自動車、マーレ・ケアセンター、ムラヤマデンキ㈱、山内歯科、米村歯科医院、㈱関西リスクシェ
アリング、㈱フジオート、㈲天神建設、㈲ナカタニ、㈲フクダデンキ、芦田設備、楊津自動車、安楽寺、生駒病院、
猪名川グリーンCC、猪名葬祭、上田新聞舗、ウパーリ、川上社会保険労務士事務所、北村耳鼻咽喉科、ペンショ
ンきのこ園、最徳寺、サンポート本店、㈱仁部工務店、チェリーゴルフクラブ、㈱日輝製作所、日本料理ききょう、
東山材木店、平井商店㈱、福一食堂、森田内科医院、やまむら接骨院、レインボーハイツ、ローソン猪名川笹尾
店、お好み焼き わらべ、㈱ペトロスター関西、㈱三方造園、㈲盟学社、あかね天河草子、朝日新聞販売日生中央店、
アリスゴルフ、猪名川園芸、円行寺、クリニック ヤマガミ、称名寺、新星和不動産㈱、辻井工務店、チェリーゴルフ、
兵庫ダイハツ販売㈱日生中央店、ピンク美容室、いながわフレッシュパーク、森内科小児科医院、㈱日本テクノ、メー
プル猪名川、ガーデンカフェ ルポ、渡瀬建材店、まんか旅館、こたけ整形外科クリニック、グッド・サマリタン・チャー
チ、NPO法人 Future&Hope
（順不同・敬称略） 平成23年12月31日現在

歳末たすけあい運動
昨年12月1日から実施しました「歳末たすけあい運動」
には、皆様から多くの温かい善意をお寄せいただきまして
ありがとうございました。
ここにご協力いただきました自治会の皆さま、また街頭
での多くの方々のご協力に心より感謝いたします。
歳末たすけあい募金は、配分委員会において審議し、町
内で援助を必要とする世帯の方々に暖かい正月を迎えてい
ただく一助として配分させていただきました。

歳末たすけあい運動募金報告（中間）

H23.12.31 現在（円）

募金の種類
個

別

募

金

街

頭

募

金

その他（募金箱）
計

平成23年度

平成22年度

29,204

21,157

672,497
3,411

705,112

718,845
4,152

744,154

ご協力いただいた皆さまに厚くお礼申し上げますとともに、今後も一層のご支援、ご協力の程よろしくお願
い申し上げます。
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『福祉サービス利用援助事業』のご案内
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」
、
「通帳を取
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たので心配…。

そんな時は…福祉サービス利用援助事業を
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害者、精神障害者などで、
本人の利用意志が確認できる人がご利用できます。
●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するなど、
利用できるように手続きのお手伝いをします。

●生活に必要なお金の管理をお手伝いします●

毎日の生活に必要なお金を金融機関や郵便局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いをします。また、役場などから送られた手紙を確認し、手続きが必
要なとき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がある場合は、預かることもできます。（通帳
は50万円分まで。
）

社会福祉協議会では、判断能力が不十分な方が地域で安心して暮らせるよう、福祉サービスを利用
する際のお手伝いや利用料の支払い、
日常的な金銭管理のお手伝いをする「福祉サービス利用援助事業」
を行っています。
お問合せは、社会福祉協議会
（☎766-1200（代））まで。

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は、誰もが暮らしやすい地域にするために、
当事者・関係機関・地域住民など、それぞれの立場の人が集まって話し合う
場です。
猪名川町の障がいのある方が安心して暮らせる地域となるよう、自立支援
協議会の役割について学び、障がいのある方が働きやすいまちづくりについ
て考えます。

〇と

き

〇ところ
〇内 容
〇講

師

3月9日
（金）午後1時30分〜4時

文化体育館
（イナホール）
小ホール
講演「みんなでつくる 自立支援協議会」

NHK教育「きらっといきる」
パーソナリティで出演中

玉木 幸則 氏（自立生活センター・メインストリーム協会 副代表）
申し込み・問い合わせ

社会福祉協議会

☎766-1200（代）
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初級手話ボランティア養成講座
昨年7月〜12月にかけて実施した「初級手話ボラン
ティア養成講座」では、手話はもちろんのこと聴覚障
がいの基礎知識等についても学び、最後の講座では
手話で「桃太郎」の劇を発表しました。

ゆうあいデイサービス
新年会
昼食には参加者でお鍋を囲み、ボラン
ティアさんの出し物で盛り上がりました。

福祉
体験

つつじが丘小学校（H23.12.16）

白金小学校（H23.11.15）

猪名川小学校（H23.10.6）

車いすバスケットボール選手の大内秀之氏
の講演を聞きました。実際に体育館で車い
すバスケットを披露していただき、子どもた
ちは釘付けになって見ていました。その中
で、みんなにやさしい気持ちをもって接する
ことの大切さを学びました。

手話サークル マジック により手
話体験が行われました。子どもた
ちは、ジェスチャーゲームをとおし
て、言葉だけなく身振りなどいろい
ろな方法で伝え合うことを学びまし
た。
また、
「おはよう」
「おやすみ」な
どの手話も教えていただきました。

ゆうあいセンターで車椅子の体験を
しました。実際に車いすを使用して
いる人たちの話も聞きながら、
「相
手の気持ちを考えること」
「相手に
気持ちを伝えること」について学び
ました。
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Renewal

ホームページ リニューアルのお知らせ

猪名川町社会福祉協議会では、平成16年にホームページを開設し、福祉活動等についての情報発信を行ってきました。
平成22年度に、広く福祉の情報を発信すること、より多くの人々に社会福祉協議会の取り組みを知っていただくこと、
より見やすく、使いやすいホームページとすることなどを目的に、ホームページをリニューアルしました。
リニューアルの特徴として、情報表示はできるだけシンプルにして、専門的な知識のない方でも探している情報に容易
にたどり着けるように「より見やすく」、「必要な情報を探しやすく」を心がけ、福祉を身近に感じてもらえるページデザ
インに注力しています。
地域の皆さんに「地域福祉」や「ボランティア」について、より身近なものと感じていただき、多くの方々が新しい
繋がりを持てるよう、福祉やボランティア活動について情報発信をしてまいります。
今後も随時、内容を充実していきます。

http://www.inagawa-syakyo.or.jp/

ボランティア募集「希望の家すばる」での活動
地域で暮らしている障がいのある人が通所し、活動の拠
点としている
『希望の家すばる』
では、一人ひとりの地域生
活がより豊かなものになるように、様々な活動をしています。
その活動ではたくさんのボランティアの皆さんに協力して
頂いています。活動を一緒に楽しみながら、ボランティア活
動に参加してみませんか。 見学だけでも結構ですので、お
気軽にお問い合わせください。

○活動内容 以下の活動のお手伝い
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
○活動曜日 月曜〜金曜日
○時
間 10：30〜12：00 13：30〜15：30
※上記で活動可能な曜日、時間帯
○活動場所 障害者福祉センター

《問い合わせ先》 ボランティア活動センター TEL（072）766-1200
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ふれあいの集い
新しい年を迎え、猪名川町社
会福祉協議会では、障がいのある
方々と一緒に
「ふれあいの集い」
を
開催します。今年も、猪名川源流
太鼓の皆さんの演奏と前回好評で
あった参加者による太鼓体験を企
画しています。太鼓体験の後には、
かまど炊きご飯を使ったおにぎり作り体験の食事交流会
も行います。寒い冬の一日を皆さんで温かく、楽しく過
ごしましょう。
●日 時 平成24年3月4日（日）10：00〜13：00
●場 所 社会福祉会館 大ホール
●対象者 町内の障がいのある人とその家族、こ
の集いに関心のある人
●募集数 先着70人程度
●協 力 猪名川町身体障害者福祉会、猪名川町
手をつなぐ育成会、猪名川町民生委員
児童委員協議会
●申込み〆切は、2月24日まで。
（TEL：766-2592）

「家族介護教室」のご案内
●テーマ 「臨床検査なんでもQ&A
〜動脈硬化に関する検査について〜」
●日 時 平成24年3月14日（水）13：30〜15：00
●場 所 ゆうあいセンター 研修室
●講 師 丸中 雅博さん（ベリタス病院検査科科長）
●対 象 高齢者とそのご家族
●定 員 20名程度
●申込み〆切は、3月10日まで。
（TEL：766-1200）

健康づくり講演会
近頃、食事や水分を飲み込む時に不安はありません
か？ 食事の形態や身体の姿勢等によって、不安を減らす
ことができます。飲み込みについて理解を深め、いつま
でも口からおいしく食べましょう。
●日 時 平成24年3月10日(土) 14：00〜15：30
●場 所 ゆうあいセンター 研修室
●内 容 飲み込みの仕組みと食事のポイントについて
〜食事の問題の理解と対策〜
●講 師 永 耒 努 氏（株式会社コンパス 代表取締
役・言語聴覚士）
●対 象 町内在住の高齢者とその家族
●定 員 20名程度
●受講料 無料
●申込み〆切は、3月2日まで。
（TEL：766-1200）
6‑ INAGAWA syakyo
news

E

N

・

G

善意のひろば
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（平成23年9月1日〜12月31日）

善意の預託ありがとうございました。
〇預託
匿 名 ··································································· ￥5,000
匿 名 ······························································雛人形一式
匿 名 ·································································· 紙おむつ
匿 名 ··························································リハビリパンツ
川西地区更生保護女性会様 ······························￥20,000
猪名川ココロンクラブ様 ·····································￥19,805
西本静香様 ····························································· 植木鉢
匿 名 ·················································· 書道道具、刺繍糸
米村隆司様 ·························································￥30,000
近畿中央ヤクルト販売株式会社様 ······················· ジュース
ボランティア団体 ネウスいながわ様 ··················￥50,000
匿 名 ····················································· マッサージチェア
猪名川町仏教会様 ··········································· ￥110,000
匿 名 ··························································おむつ・パッド
〇払い出し
雛人形一式 ···································································1件
紙おむつ・尿取りパッド等 ·············································3件
植木鉢 ···········································································1件
マッサージチェア ···························································1件
書道セット······································································1件
刺繍糸 ···········································································1件
ジュース ·········································································7件
緊急払い出し（3万円）················································1件

義援金のご協力
ありがとうございました。
「台風12号三重県災害義援金」 に2,250円、「奈良
県台風12号災害義援金」に2,950円が集まりました。
それぞれの共同募金会に送金し、被災地のために活
用させていただきました。
「東日本大震災義援金」には、たくさんの方々からご
協力をいただき、誠にありがとうございます。
猪名川町共同募金委員会では、現在まで4回にわたっ
て合計837,737円を中央共同募金会に送らせていただ
きました。詳細は以下のとおりです。

第1回

618,638円 （平成23年 4月）

第2回

91,622円 （平成23年 5月）

第3回

99,735円 （平成23年 7月）

第4回

27,742円 （平成23年11月）

引き続き、「東日本大震災義援金」を受け付けておりま
す。皆様からのご協力よろしくお願いいたします。

