
ご近所の方で最近洋服が
汚れている。痩せている
ようだし心配。

お金の管理が自分で
出来なくなってきた。
どうすれば良い？

不審な訪問や電話が
あると聞き不安だな…。

～一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち～
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「権利擁護事業」で生活を支えます！「権利擁護事業」で生活を支えます！
地域包括支援センターでは、地域で安心して暮らしていくために、
様々な権利を守る支援を行います。成年後見制度の紹介、

高齢者虐待の相談や早期発見対応、消費者被害などへの対応を行います。

地域包括支援センターでは、地域で安心して暮らしていくために、
様々な権利を守る支援を行います。成年後見制度の紹介、

高齢者虐待の相談や早期発見対応、消費者被害などへの対応を行います。
※詳しくは2ページをご覧ください。

P2…権利擁護事業　P3…歳末たすけあい運動にご協力を　P4…教育支援資金のご案内

～「もの忘れ」気になりませんか?～～「もの忘れ」気になりませんか?～

あたまの健康チェックあたまの健康チェック
もの忘れが気になる方、ご家族の認知症の相談も
お受けします。お気軽にお越しください。
日　時：12月22日（火）・1月26日（火）
 ①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター1階 相談室1
人　数：各時間１名　　費　用：無　料
対　象：高砂市内在住の６５歳以上の方
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えていただきます。
 　  （３０分～1時間程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催

門前花いっぱい運動、
花苗の販売

門前花いっぱい運動、
花苗の販売

日　時：12月5日（土） 9：00～12：00
場　所：市ノ池公園事務所前
品　目：パンジー、ビオラ、
 プリムラマラコイデス、ハボタン、
 シャコバシャボテン 他

問合せ先
☎０９０‒１２２３‒７２７９（喜納まで）

耳より耳より
ホットラインホットライン

地域包括支援センターの職員が、困りごとや生活状況などお聞きします。
お気軽にご相談ください。

高砂市地域包括支援センター ☎０７９‒４４３‒３７２３

まずはご相談ください

日　時：12月10日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター1階 トレーニング室
内　容：クリスマスパーティー

～家族の介護をされている方、一緒に悩みを分かち合い、
共感し合える仲間と交流しませんか～

高砂市支え合う
介護者の会
高砂市支え合う
介護者の会 「すずらんの会」「すずらんの会」

認知症の人を
ささえる家族の会
認知症の人を
ささえる家族の会「いるかの会」「いるかの会」

日　時：12月7日（月）14：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター 1階 研修室
内　容：会員による介護相談会

日　時：12月7日（月）10：00～12：00
場　所：ユーアイ福祉交流センター2階 登録団体連絡室
内　容：介護する家族が日頃の思いを語り合い、
 情報交換する場です。

～家族の日～

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

～家族のための介護相談～

日　時：12月14日（月）13：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター 2階 交流スペース6
内　容：クリスマス交流会
持ち物：500円相当のプレゼント（※プレゼント交換をします）
 ※事前にお申込ください

～気軽にご参加ください～

若年性認知症と
ともに歩む
若年性認知症と
ともに歩む 「子いるかの会」「子いるかの会」

申込み・問合せ先
高砂市保健センター☎４４3‒３936

高砂（たかさご）
手話表現

加古川の河口では、昔たくさん貝
が採れていたそうです。「高砂」の
手話は、貝の形を表しています。
（諸説あり）

このような人は近くにいませんか？

この手話知ってる？この手話知ってる？

※手首を合わせて、手の甲を少しふくらませ、
　開いたり閉じたりします。
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高齢者虐待の防止

　高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いにより、生活、健康、生命が損なわれる状態
におかれることです。介護される側だけでなく家族の苦しみも、他者には理解されることが難しい
問題です。
　地域包括支援センターでは、虐待の早期発見・対応に努め、行政などと連携して、高齢者の尊厳
を守る事が出来るように支援しています。

成年後見制度の活用

　認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により、判断能力が不十分となった人の権利を守る
ために、本人に代わり法的な手続きや財産管理、福祉サービスの契約締結などを行う援助者（成年
後見人等）を選任し、本人の保護・支援をする制度です。

消費者被害の防止

　通信販売や電話勧誘販売・訪問販売に関する事のほか、電話やはがき、メール等で金銭振込みを
要求する架空請求の被害があります。「何かおかしいな？」と感じたら、すぐにご相談ください。

令和２年度 権利擁護講演会
～高齢者虐待の早期発見・予防のために～

高齢者の方に関わる中で、「虐待なのだろうか？」と戸惑い悩む事はありませんか？どのような事に
配慮して見守りや対応をすれば良いか等について講演会を開催します。是非、ご参加ください。

講　　師 冨田久代社会福祉士事務所　冨田久代 氏
開催日時 令和３年１月２２日（金） １３時３０分～１５時
開催場所 高砂市ユーアイ福祉交流センター １階交流スペース
対 象 者 高齢者虐待対応に関心のある
 福祉関係者・民生委員 等（定員：４０名）
参 加 費  無料

要援護者実態調査を実施します要援護者実態調査を実施します高砂市地域包括支援センターだより Vol.129

～つながり ささえあう みんなの地域づくり～～つながり ささえあう みんなの地域づくり～

＊＊＊歳末たすけあい運動について＊＊＊＊＊＊歳末たすけあい運動について＊＊＊
　一世帯あたり200円を目安額としてご協力をお願いします。
なお、歳末たすけあい運動は、「つながり ささえあう みんなの地域づくり」を
スローガンに行う募金活動です。決して強制するものではありません。

　今年も、12月1日から全国一斉に「歳末たすけあい運動」が始まります。
　この運動は、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮
らすことができるよう、さまざまな福祉活動を展開するものです。
　本年度も、市民のみなさまのあたたかいご支援ご協力をよろしくお願いいたします。

　昨年の募金実績額は4,901,476円でした。今年度は4,900,0004,901,476 4,900,000円円 円を目標額とし、
お寄せいただいた募金は、下記の事業に活用させていただきます。

歳末たすけあい募金の配分金はこのように活用されます

（300,000円）

（900,000円）

（500,000円）

（150,000円）

（300,000円）

（750,000円）

（600,000円）

（1,400,000円）

（300,000円）

（900,000円）

（500,000円）

（150,000円）

（300,000円）

（750,000円）

（600,000円）

（1,400,000円）

母子生活支援施設入居中の世帯
及び児童等に見舞品を配布します

高齢者施設入居中の無年金者に
歳末見舞金を配布します

各種団体に地域福祉活動事業の
助成を行います

市内要援護高齢者等にゆうあい訪問
を兼ねて見舞品を配布します

ひとり暮らし高齢者等の希望者
におせち料理を届け、利用料の
一部を助成します

運動に必要な事務経費として活用します

年末年始に地域福祉交流事業を
行う団体に対し、公募方式により
事業助成を行います

令和3年度の上記事業費として
活用します

実施主体

推進団体

兵庫県共同募金会 高砂市共同募金委員会
高砂市高砂町松波町440-35 高砂市ユーアイ福祉交流センター内

高砂市、高砂市連合自治会、高砂市連合婦人会、高砂市老人クラブ連合会、
高砂市民生委員児童委員協議会、高砂市社会福祉協議会

TEL079-443-3720

母子生活支援施設入居児童等
見舞品配布事業

高齢者ゆうあい訪問事業
ボランティア活動事業 など

歳末見舞金配布事業

歳末見舞品配布事業

地域福祉活動推進事業

おせち料理サービス

事務経費

地域福祉交流事業

母子生活支援施設入居児童等
見舞品配布事業

高齢者ゆうあい訪問事業
ボランティア活動事業 など

歳末見舞金配布事業

歳末見舞品配布事業

地域福祉活動推進事業

おせち料理サービス

事務経費

地域福祉交流事業

〈申込み・問合せ先〉 高砂市地域包括支援センター（高齢者の介護と福祉の相談窓口）　☎４４３－３７２３

※事前に下記までお申込ください。定員になり次第締め切ります。
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※事前に下記までお申込ください。定員になり次第締め切ります。
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申込み・問合せ 高砂市ファミリーサポートセンター TEL 442-0555  FAX 443-0505

　ファミリーサポートセンターでは、「子育ての援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が「依頼・提供・
両方会員」となり、お互いに助け合いながら地域の中で子育ての相互援助活動を行っています。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？ 

　ファミリーサポートセンターでは、「子育ての援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が「依頼・提供・
両方会員」となり、お互いに助け合いながら地域の中で子育ての相互援助活動を行っています。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？ 

　市内在住のおおむね60歳以上で、介護保険サービスを利用していない人を対象に、介護
予防を目的とした仲間づくりや交流、健康増進等の行事を下記のとおり行っています。
※参加の際には、利用登録と『地域ささえあい講座』の受講が必要です。

12月定例行事わくわくフェスタ

紙粘土教室紙粘土教室
●午前（10：00～）

●日　時：12月18日(金) １３：３０～
●場　所：交流スペース8・9
●定　員：20名
●参加費：300円（材料費込）
●申込締切：12月2日（水）
※申込多数の場合は抽選となります。
　詳しくはお問い合わせください。

  1日（火） いきいき体操
  2日（水） 絵手紙 前半
  9日（水） 折り紙㊌ 前半
17日（木） 折り紙㊍ 前半
21日（月） うたの会B 前半
 　　（10：00～）
 うたの会A 前半
 　　（12：00～）
22日（火） ゆうゆう体操 前半
25日（金） 朗読の会 前半

《参加にあたってのお願い》
　下記電話番号への事前の申し
込みをお願いいたします。なお感
染防止対策として、申し込み多数
の場合には、参加人数に制限を
設ける場合がございます。

生きがい対応型デイサービスセンター
※各行事に参加をご希望の方は、必ずお問い合わせください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

囲碁
●13：00～
2日（水）・17日（木）

将棋
●13：00～
14日（月）・22日（火）

わきあいあいサロン
中筋公民館　　2階　集会室
12月  7日（月）  13：30～15：00

12月15日（火）  13：30～15：00
米田公民館　　1階　集会室

申込み・相談窓口

教育支援資金のご案内
　この貸付は、低所得者世帯（市民税非課税程度の世帯）を対象として、進学に必要な経費
に対しての貸付を行い、将来、学校を卒業してから返済していただく制度です。

★制度の概要

★お申込みにあたっての注意事項

貸付の種類 ① 就学支度費 ② 教育支援費

貸 付 対 象
経費の内容

貸 付 対 象

貸付限度額

連帯借受人

連帯保証人

　入学時または入学前に必要となる経費
に対して貸付を行います。
●入学費、教材費、制服代、授業料（入学前
に必要な場合）、通学費（当初6ヵ月分）等

　在学期間を通じて必要となる経費に対
して貸付を行います。
●授業料、教材費（在学中必須のもの）、
修学旅行積立金等

一律　５００，０００円以内

１名（申込者世帯の生計中心者）

高等学校・・・・・・・・・・・・・・月３５，０００円以内
短大・専門学校・・・・・・・・月６０，０００円以内
大　　学・・・・・・・・・・・・・・月６５，０００円以内

※借受人とともに債務を負担し同じ義務を
　負います。

１名（申込者世帯の生計中心者）
※借受人とともに債務を負担し同じ義務を
　負います。

他の奨学金制度問い合わせ先

〒676-0023　高砂市高砂町松波町440-35 
　　　　　　 高砂市ユーアイ福祉交流センター内                 

☎444-3020（地域福祉課）
社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

原則１名（６５歳未満で兵庫県在住の方） 原則１名（６５歳未満で兵庫県在住の方）

日本学生支援機構（大学等奨学金）
※在学する学校の奨学金窓口

日本政策金融公庫（国の教育ローン）
TEL0570-00-8656

兵庫県私学振興協会
（私立高等学校入学資金貸付）
TEL078-360-6790

兵庫県高等学校教育振興会
（高等学校等奨学金）
※在学する学校の奨学金窓口

高砂市学校教育室学務課（市の奨学金等）
TEL079-443-9053

高砂市子育て支援室児童福祉担当
（母子寡婦福祉資金貸付）
TEL079-443-9024

下記の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①同一地域に6ヵ月以上居住している世帯
②低所得者世帯（市民税非課税程度または
生活保護基準の1.8倍程度）
③現在学生（中学、高校、高等専門学校等）
である方、またはその卒業から2年以内
の方が、上級の学校（高等学校、高等専
門学校、短期大学、大学及び専修学校）
に入学する場合

下記の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①同左
②同左
③現在学生（中学、高校、高等専門学校等）
である方、またはその卒業から2年以内
の方が、上級の学校（高等学校、高等専
門学校、短期大学、大学及び専修学校）
に進学する場合、又は、すでに就学して
いる場合

◇申込・貸付・返済において担当の民生委員が関わり援助指導を行
います。

◇申込みから貸付金送金を終えるまで1ヵ月半程度を要します。余
裕を持っての相談をお願いします。

◇この制度は兵庫県社会福祉協議会にて貸付審査を行いますの
で、審査上貸付できない場合があります。

ファミリーサポートセンターとは？ 子育て中の方々が一人で悩むことなく「ちょっと助けて」と言える
地域づくりを進めていく所がファミリーサポートセンターです。

子育ての援助を受けたい人
●市内在住または在勤の方
●概ね生後6ヵ月～小学6年生までの
　お子さんがおられる方

ファミリーサポートセンターに登録するには

利用又は活動スタート

依頼会員
子育ての援助を行いたい人
●市内在住で、健康で保育に熱意をお持ちの方
●自宅で子どもを預かることができる方
●性別、年齢は問いません

提供会員
両方会員

入会説明会に参加する 養成講座を受講する(４日間７講座)

会員登録 会員登録

◇左記に記載の奨学金制度が優先になりますので、先に
そちらに問い合わせていただき、納入期日までに費用が工面でき
ない場合（入学時にかかる経費および初年度前期分学費など）、左
記の貸与を受けてもなお費用が不足する場合や他の制度が利用
できない場合に教育支援資金の申請が可能になります。
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申込み・問合せ 高砂市ファミリーサポートセンター TEL 442-0555  FAX 443-0505

　ファミリーサポートセンターでは、「子育ての援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が「依頼・提供・
両方会員」となり、お互いに助け合いながら地域の中で子育ての相互援助活動を行っています。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？ 

　ファミリーサポートセンターでは、「子育ての援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」が「依頼・提供・
両方会員」となり、お互いに助け合いながら地域の中で子育ての相互援助活動を行っています。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？ 

　市内在住のおおむね60歳以上で、介護保険サービスを利用していない人を対象に、介護
予防を目的とした仲間づくりや交流、健康増進等の行事を下記のとおり行っています。
※参加の際には、利用登録と『地域ささえあい講座』の受講が必要です。

12月定例行事わくわくフェスタ

紙粘土教室紙粘土教室
●午前（10：00～）

●日　時：12月18日(金) １３：３０～
●場　所：交流スペース8・9
●定　員：20名
●参加費：300円（材料費込）
●申込締切：12月2日（水）
※申込多数の場合は抽選となります。
　詳しくはお問い合わせください。

  1日（火） いきいき体操
  2日（水） 絵手紙 前半
  9日（水） 折り紙㊌ 前半
17日（木） 折り紙㊍ 前半
21日（月） うたの会B 前半
 　　（10：00～）
 うたの会A 前半
 　　（12：00～）
22日（火） ゆうゆう体操 前半
25日（金） 朗読の会 前半

《参加にあたってのお願い》
　下記電話番号への事前の申し
込みをお願いいたします。なお感
染防止対策として、申し込み多数
の場合には、参加人数に制限を
設ける場合がございます。

生きがい対応型デイサービスセンター
※各行事に参加をご希望の方は、必ずお問い合わせください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

囲碁
●13：00～
2日（水）・17日（木）

将棋
●13：00～
14日（月）・22日（火）

わきあいあいサロン
中筋公民館　　2階　集会室
12月  7日（月）  13：30～15：00

12月15日（火）  13：30～15：00
米田公民館　　1階　集会室

申込み・相談窓口

教育支援資金のご案内
　この貸付は、低所得者世帯（市民税非課税程度の世帯）を対象として、進学に必要な経費
に対しての貸付を行い、将来、学校を卒業してから返済していただく制度です。

★制度の概要

★お申込みにあたっての注意事項

貸付の種類 ① 就学支度費 ② 教育支援費

貸 付 対 象
経費の内容

貸 付 対 象

貸付限度額

連帯借受人

連帯保証人

　入学時または入学前に必要となる経費
に対して貸付を行います。
●入学費、教材費、制服代、授業料（入学前
に必要な場合）、通学費（当初6ヵ月分）等

　在学期間を通じて必要となる経費に対
して貸付を行います。
●授業料、教材費（在学中必須のもの）、
修学旅行積立金等

一律　５００，０００円以内

１名（申込者世帯の生計中心者）

高等学校・・・・・・・・・・・・・・月３５，０００円以内
短大・専門学校・・・・・・・・月６０，０００円以内
大　　学・・・・・・・・・・・・・・月６５，０００円以内

※借受人とともに債務を負担し同じ義務を
　負います。

１名（申込者世帯の生計中心者）
※借受人とともに債務を負担し同じ義務を
　負います。

他の奨学金制度問い合わせ先

〒676-0023　高砂市高砂町松波町440-35 
　　　　　　 高砂市ユーアイ福祉交流センター内                 

☎444-3020（地域福祉課）
社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

原則１名（６５歳未満で兵庫県在住の方） 原則１名（６５歳未満で兵庫県在住の方）

日本学生支援機構（大学等奨学金）
※在学する学校の奨学金窓口

日本政策金融公庫（国の教育ローン）
TEL0570-00-8656

兵庫県私学振興協会
（私立高等学校入学資金貸付）
TEL078-360-6790

兵庫県高等学校教育振興会
（高等学校等奨学金）
※在学する学校の奨学金窓口

高砂市学校教育室学務課（市の奨学金等）
TEL079-443-9053

高砂市子育て支援室児童福祉担当
（母子寡婦福祉資金貸付）
TEL079-443-9024

下記の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①同一地域に6ヵ月以上居住している世帯
②低所得者世帯（市民税非課税程度または
生活保護基準の1.8倍程度）

③現在学生（中学、高校、高等専門学校等）
である方、またはその卒業から2年以内
の方が、上級の学校（高等学校、高等専
門学校、短期大学、大学及び専修学校）
に入学する場合

下記の3つの要件にすべて当てはまる世帯
①同左
②同左
③現在学生（中学、高校、高等専門学校等）
である方、またはその卒業から2年以内
の方が、上級の学校（高等学校、高等専
門学校、短期大学、大学及び専修学校）
に進学する場合、又は、すでに就学して
いる場合

◇申込・貸付・返済において担当の民生委員が関わり援助指導を行
います。

◇申込みから貸付金送金を終えるまで1ヵ月半程度を要します。余
裕を持っての相談をお願いします。

◇この制度は兵庫県社会福祉協議会にて貸付審査を行いますの
で、審査上貸付できない場合があります。

ファミリーサポートセンターとは？ 子育て中の方々が一人で悩むことなく「ちょっと助けて」と言える
地域づくりを進めていく所がファミリーサポートセンターです。

子育ての援助を受けたい人
●市内在住または在勤の方
●概ね生後6ヵ月～小学6年生までの
　お子さんがおられる方

ファミリーサポートセンターに登録するには

利用又は活動スタート

依頼会員
子育ての援助を行いたい人
●市内在住で、健康で保育に熱意をお持ちの方
●自宅で子どもを預かることができる方
●性別、年齢は問いません

提供会員
両方会員

入会説明会に参加する 養成講座を受講する(４日間７講座)

会員登録 会員登録

◇左記に記載の奨学金制度が優先になりますので、先に
そちらに問い合わせていただき、納入期日までに費用が工面でき
ない場合（入学時にかかる経費および初年度前期分学費など）、左
記の貸与を受けてもなお費用が不足する場合や他の制度が利用
できない場合に教育支援資金の申請が可能になります。
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各地域では、「ふれあいいきいきサロン」や見守りが必要な方への「ゆうあい訪問活動」等が福祉委員や民生委員・
児童委員の創意工夫により、活発に行われています。今回は、7月～10月に開催された活動の一部をご紹介します～

小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展

　新型コロナウイルス感染防止対策をして実施いただいています。紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。

◆高砂町
　第3福祉部会（8月30日）
3密を避け、見守り活動として高齢者
宅を訪問し、手洗い石鹸を配布

◆高砂町
　第9福祉部会（10月16日）
秋晴れの中、グラウンドゴルフ大会を開
催、運動不足を解消し、気分転換を図る

◆荒井町
　緑丘福祉部会（9月26日）
マスク着用、消毒、換気などのコロナ対策を万
全にし、防災研修とレクリエーションを楽しむ

◆荒井町
　若宮町福祉部会（9月12日）
ビンゴゲームで盛り上がった後、弁当
をお持ち帰りしてもらう

◆伊保町
　梅井福祉部会（9月9日）
自治会館にお越しいただき、高齢者の方のお顔
を拝見し、お菓子等を配布しながら現況を伺う

◆中筋校区
　中筋一丁目福祉部会（10月16日）
高齢者の健康に関するDVDを鑑賞、
ラジオ体操を行った後、歓談

◆中筋校区
　春日野団地福祉部会（7月15日）
最初にコロナに関して注意することを話し合い、モーニン
グを頂きながら和気あいあいと楽しいひとときを過ごす

◆阿弥陀町
　中所福祉部会（8月23日）
規模を縮小し、地蔵盆を開催、子供に
はお土産としてお菓子や花火を配る

◆阿弥陀町
　中西福祉部会（9月21日）
誕生会の後、お月見生菓子とお茶を頂き
ながら歓談、最後に赤飯を配り、解散した

◆阿弥陀町
　阿弥陀南福祉部会（9月27日）
ビンゴゲームで盛り上がった後、認知症に
関するDVDを鑑賞しながら、食事を頂く

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会（7月11日）
パンや果物、コーヒーを頂いた後、近
況を話し合いながら七夕飾りを作成

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会（10月11日）
ふれあいグラウンドゴルフ大会を開
催、三世代が交流し、親睦を深める

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
～あたたかい善意をありがとうございました。高砂市の福祉活動に役立てます～

―物品の部―  　　
匿名…電動ベッド1台、肌着2着
匿名…肌着6着、靴下4足、タイツ1足
匿名…手作り布マスク58枚
匿名…タオル36枚

―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)―  　　
㈱優和、高砂市役所生活福祉課

長尾 さきえ、名嘉 初枝、鷹巣 絹子、匿名

※善意銀行への寄附金は
　税額控除が適用されます。

※物品のご寄附は、原則として新品の既成の品物をお願いします。

R2.10.1～10.31 ※敬称略ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円） 備　　考

高砂

荒井
その他

2,000
4,711
30,000
3,628

玉野 俊行
短足おじさん
匿名
匿名

お客様の善意

募金種別 令和2年度 令和元年度

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

バッジ募金

職域募金

イベント募金

その他の募金

合計

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

バッジ募金

職域募金

イベント募金

その他の募金

合計

5,447,410

178,129

1,203,000

242,546

560,325

172,957

9,260

3,272

7,816,899

5,159,750

8,474

616,000

286,285

554,000

218,000

0

24,700

6,867,209

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！
赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！

本年も赤い羽根共同募金運動を全国一
斉に展開いたしました。高砂市において
も、市民のみなさま
のあたたかいご支
援、ご協力をいただ
き11月10日現在で
6,867,209円の募
金が集まりました。

集まった募金は、
市内の福祉活動に

活用させていただきます。

集まった募金は、
市内の福祉活動に

活用させていただきます。

高砂高等学校高砂高等学校

● ひとり暮らし高齢者食事サービス事業
● 母子生活支援施設入所者への助成
● 様々なボランティアの養成・研修事業助成
● 福祉教育推進のため小・中・高等学校への助成

松陽高等学校松陽高等学校

曽根小学校 募金活動の様子曽根小学校 募金活動の様子
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各地域では、「ふれあいいきいきサロン」や見守りが必要な方への「ゆうあい訪問活動」等が福祉委員や民生委員・
児童委員の創意工夫により、活発に行われています。今回は、7月～10月に開催された活動の一部をご紹介します～

小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展

　新型コロナウイルス感染防止対策をして実施いただいています。紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。

◆高砂町
　第3福祉部会（8月30日）
3密を避け、見守り活動として高齢者
宅を訪問し、手洗い石鹸を配布

◆高砂町
　第9福祉部会（10月16日）
秋晴れの中、グラウンドゴルフ大会を開
催、運動不足を解消し、気分転換を図る

◆荒井町
　緑丘福祉部会（9月26日）
マスク着用、消毒、換気などのコロナ対策を万
全にし、防災研修とレクリエーションを楽しむ

◆荒井町
　若宮町福祉部会（9月12日）
ビンゴゲームで盛り上がった後、弁当
をお持ち帰りしてもらう

◆伊保町
　梅井福祉部会（9月9日）
自治会館にお越しいただき、高齢者の方のお顔
を拝見し、お菓子等を配布しながら現況を伺う

◆中筋校区
　中筋一丁目福祉部会（10月16日）
高齢者の健康に関するDVDを鑑賞、
ラジオ体操を行った後、歓談

◆中筋校区
　春日野団地福祉部会（7月15日）
最初にコロナに関して注意することを話し合い、モーニン
グを頂きながら和気あいあいと楽しいひとときを過ごす

◆阿弥陀町
　中所福祉部会（8月23日）
規模を縮小し、地蔵盆を開催、子供に
はお土産としてお菓子や花火を配る

◆阿弥陀町
　中西福祉部会（9月21日）
誕生会の後、お月見生菓子とお茶を頂き
ながら歓談、最後に赤飯を配り、解散した

◆阿弥陀町
　阿弥陀南福祉部会（9月27日）
ビンゴゲームで盛り上がった後、認知症に
関するDVDを鑑賞しながら、食事を頂く

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会（7月11日）
パンや果物、コーヒーを頂いた後、近
況を話し合いながら七夕飾りを作成

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会（10月11日）
ふれあいグラウンドゴルフ大会を開
催、三世代が交流し、親睦を深める

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
～あたたかい善意をありがとうございました。高砂市の福祉活動に役立てます～

―物品の部―  　　
匿名…電動ベッド1台、肌着2着
匿名…肌着6着、靴下4足、タイツ1足
匿名…手作り布マスク58枚
匿名…タオル36枚

―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)―  　　
㈱優和、高砂市役所生活福祉課

長尾 さきえ、名嘉 初枝、鷹巣 絹子、匿名

※善意銀行への寄附金は
　税額控除が適用されます。

※物品のご寄附は、原則として新品の既成の品物をお願いします。

R2.10.1～10.31 ※敬称略ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円） 備　　考

高砂

荒井
その他

2,000
4,711
30,000
3,628

玉野 俊行
短足おじさん
匿名
匿名

お客様の善意

募金種別 令和2年度 令和元年度

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

バッジ募金

職域募金

イベント募金

その他の募金

合計

戸別募金

街頭募金

法人募金

学校募金

バッジ募金

職域募金

イベント募金

その他の募金

合計

5,447,410

178,129

1,203,000

242,546

560,325

172,957

9,260

3,272

7,816,899

5,159,750

8,474

616,000

286,285

554,000

218,000

0

24,700

6,867,209

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！
赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！

本年も赤い羽根共同募金運動を全国一
斉に展開いたしました。高砂市において
も、市民のみなさま
のあたたかいご支
援、ご協力をいただ
き11月10日現在で
6,867,209円の募
金が集まりました。

集まった募金は、
市内の福祉活動に

活用させていただきます。

集まった募金は、
市内の福祉活動に

活用させていただきます。

高砂高等学校高砂高等学校

● ひとり暮らし高齢者食事サービス事業
● 母子生活支援施設入所者への助成
● 様々なボランティアの養成・研修事業助成
● 福祉教育推進のため小・中・高等学校への助成

松陽高等学校松陽高等学校

曽根小学校 募金活動の様子曽根小学校 募金活動の様子
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ご近所の方で最近洋服が
汚れている。痩せている
ようだし心配。

お金の管理が自分で
出来なくなってきた。
どうすれば良い？

不審な訪問や電話が
あると聞き不安だな…。

～一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち～

Vol.340

しゃ きょう
令和2年
（2020年）

月号12

編集･発行 社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会：毎月１日発行
〒676－0023 高砂市高砂町松波町440－35　高砂市ユーアイ福祉交流センター（ユーアイ帆っとセンター）内
電話 （代表）　FAX ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/

この機関誌は共同募金配分金により発行していますこの機関誌は共同募金配分金により発行しています

「権利擁護事業」で生活を支えます！「権利擁護事業」で生活を支えます！
地域包括支援センターでは、地域で安心して暮らしていくために、
様々な権利を守る支援を行います。成年後見制度の紹介、

高齢者虐待の相談や早期発見対応、消費者被害などへの対応を行います。

地域包括支援センターでは、地域で安心して暮らしていくために、
様々な権利を守る支援を行います。成年後見制度の紹介、

高齢者虐待の相談や早期発見対応、消費者被害などへの対応を行います。
※詳しくは2ページをご覧ください。

P2…権利擁護事業　P3…歳末たすけあい運動にご協力を　P4…教育支援資金のご案内

～「もの忘れ」気になりませんか?～～「もの忘れ」気になりませんか?～

あたまの健康チェックあたまの健康チェック
もの忘れが気になる方、ご家族の認知症の相談も
お受けします。お気軽にお越しください。
日　時：12月22日（火）・1月26日（火）
 ①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター1階 相談室1
人　数：各時間１名　　費　用：無　料
対　象：高砂市内在住の６５歳以上の方
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えていただきます。
 　  （３０分～1時間程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催

門前花いっぱい運動、
花苗の販売

門前花いっぱい運動、
花苗の販売

日　時：12月5日（土） 9：00～12：00
場　所：市ノ池公園事務所前
品　目：パンジー、ビオラ、
 プリムラマラコイデス、ハボタン、
 シャコバシャボテン 他

問合せ先
☎０９０‒１２２３‒７２７９（喜納まで）

耳より耳より
ホットラインホットライン

地域包括支援センターの職員が、困りごとや生活状況などお聞きします。
お気軽にご相談ください。

高砂市地域包括支援センター ☎０７９‒４４３‒３７２３

まずはご相談ください

日　時：12月10日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター1階 トレーニング室
内　容：クリスマスパーティー

～家族の介護をされている方、一緒に悩みを分かち合い、
共感し合える仲間と交流しませんか～

高砂市支え合う
介護者の会
高砂市支え合う
介護者の会 「すずらんの会」「すずらんの会」

認知症の人を
ささえる家族の会
認知症の人を
ささえる家族の会「いるかの会」「いるかの会」

日　時：12月7日（月）14：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター 1階 研修室
内　容：会員による介護相談会

日　時：12月7日（月）10：00～12：00
場　所：ユーアイ福祉交流センター2階 登録団体連絡室
内　容：介護する家族が日頃の思いを語り合い、
 情報交換する場です。

～家族の日～

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

～家族のための介護相談～

日　時：12月14日（月）13：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター 2階 交流スペース6
内　容：クリスマス交流会
持ち物：500円相当のプレゼント（※プレゼント交換をします）
 ※事前にお申込ください

～気軽にご参加ください～

若年性認知症と
ともに歩む
若年性認知症と
ともに歩む 「子いるかの会」「子いるかの会」

申込み・問合せ先
高砂市保健センター☎４４3‒３936

高砂（たかさご）
手話表現

加古川の河口では、昔たくさん貝
が採れていたそうです。「高砂」の
手話は、貝の形を表しています。
（諸説あり）

このような人は近くにいませんか？

この手話知ってる？この手話知ってる？

※手首を合わせて、手の甲を少しふくらませ、
　開いたり閉じたりします。
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