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～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。～

会員数（R2．3月末現在）
依頼会員 　　　717名
提供会員 　　　102名
両方会員 　　　  43名

計862名

▲ 提供・両方会員フォローアップ講座（乳幼児の救急処置） ▲ 交流会（ミニミニ運動会）

子どもの送迎や預かりをお願いしたいときはありませんか？
リフレッシュしたい時にも、気軽にお問合せください。
交流会やセミナーなども開催していますので、ぜひご参加ください。

子どもの送迎や預かりをお願いしたいときはありませんか？
リフレッシュしたい時にも、気軽にお問合せください。
交流会やセミナーなども開催していますので、ぜひご参加ください。

P2.3…令和2年度事業計画と予算　P6…いきいき百歳体操のグループ紹介

みなさんも
ファミリーサポート
センターの会員に
なりませんか？

▲ 援助活動
（依頼会員の子どもを送迎する提供会員）

問合せ先 高砂市ファミリーサポートセンター ☎４４２－０５５５

カフェの名称 活動日程問い合わせ先 開催日

Café de 
のじぎく

特別養護老人ホーム のじぎくの里
Tel 079-247-9200 6月  3日（水）月1回 第1水曜日

13：00～15：00

かしま～ず
カフェ

鹿島の郷
Tel 079-446-4166 6月  9日（火）月１回 第2火曜日

10：00～12：00

めぐみカフェ
特別養護老人ホーム めぐみ苑
Tel 079-449-0111 6月17日（水）月１回 第3水曜日

10：00～12：00

心まちカフェ
小規模多機能ホーム 心まち
Tel 079-431-0361 6月26日（金）月１回 第4金曜日

13：30～15：30

認証認知症カフェ認証認知症カフェ

耳より耳より
ホットラインホットライン
耳より耳より
ホットラインホットライン

日　時：5月28日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター2階 多目的室1
内　容：総会

～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」

新型コロナウイルス感染症対策のため、
催しを延期または中止にする

場合があります。

日　時：５月１６日（土）１０：００～（１時間程度）※小雨決行
場　所：あらい浜風公園内オーナー花壇（公園事務所南）
内　容：市民との協働によるまちづくり活動に興味・関心のある方
持ち物：手袋、三角ホー、移植ゴテなど
その他：申込は不要です。直接現地にお越しください。
 参加者には花苗をプレゼントします。

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
市民と協働による花壇植栽活動参加者募集市民と協働による花壇植栽活動参加者募集

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

～気軽にご参加ください～～気軽にご参加ください～

「いるかの会」「いるかの会」

日　時：5月18日（月）14：00～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階
 交流スペース1，2
内　容：総会及び懇談会

～介護の不安や悩みなど、
心の内を話してみませんか～

日　時：5月17日（日）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8・9
内　容：花で楽しもう♪　参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

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
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

申込み・問合せ先
高砂市保健センター☎４４3‒３936

申込み・問合せ先
☎090-1223-7279（喜納まで）

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。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３‒３７２３

日　時：5月26日（火）
 ①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
 ［6月23日（火）は中筋公民館に出張予定］
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。

～「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

※かしま～ずカフェは、4月より中筋公民館で開催します
※5月は4か所とも中止となります

～介護者のつどい・介護保険について～～介護者のつどい・介護保険について～
介護者のつどい介護者のつどい

日　時：5月21日（木）13：30～15：30
場　所：北浜公民館 高砂市北浜町北脇74-3
講　師：のじぎくの里　山里 護氏
内　容：講演「介護保険制度について」
 交流会（介護実技相談できます）
対　象：介護に困っている方・興味のある方等

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３‒３７２３
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　5ヵ年計画である「第6期地域福祉推進計画」並びに「社会福祉充実計画」の事業展開
を図ります。
　また、社会福祉法人連絡協議会の事務局運営を担い、様々な分野の社会福祉法人と連携
しながら地域における公益的な取り組みを進めます。

重点推進項目（要旨抜粋）

　広報活動については、「社協だより」を毎月発行し、「ホームページ」と併せて、その内容
を一層充実させ、市民が求める情報の収集と提供に努めます。
　また、「第30回みんなの社協フェア」を開催し、福祉情報の提供、市民の福祉意識及び
社協活動の啓発に努めます。

Ⅱ 市民への情報提供及び啓発の推進

　地域の支え合いを基調とした多様な活動の担い手を育成するための講座・研修事業を
実施し、特に、移送サービス事業の担い手となる運転ボランティアの拡充に努め、ボラン
ティアが円滑に活動できるよう、そのコーディネートを行います。
　また、災害時における支援体制づくりを推進するため、災害ボランティアセンター設置・
運営訓練を実施します。

Ⅲ ボランティア事業の展開と福祉教育の推進

　福祉委員による小地域福祉活動のさらなる活性化を図るため、研修会や講座の内容を
充実させ、相談や情報提供の支援を行います。
　また、新たな生活支援サービス（移送サービス試行事業、エンディングサポート事業助
成金支給事業等）を実施し、地域支援の強化に努めます。

Ⅳ 地域ネットワークづくり（ふれあいのまちづくり事業）の推進

　介護保険事業、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、ひとり親家庭等家事支援事
業、養育支援家庭訪問事業、生きがい対応型デイサービス事業、生活福祉資金貸付事業、
福祉サービス利用援助事業等多岐にわたる介護・福祉サービスを展開します。
　地域包括支援センターでは、高齢者が可能な限り、住みなれた地域で能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向け取り組みます。
　子育て支援では｢ファミリーサポートセンター｣において、今年度は子育てファミリーフェ
スタを開催するとともに、子育て中の家庭を地域で支援し、安心して子育てができる環境
づくりに努めます。

Ⅴ 自立支援に向けたサービス提供と安心して暮らせる環境づくりの推進

Ⅰ 計画の推進と組織、経営基盤等の強化

令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画 と予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりました

　少子・高齢化や人口減少社会が進み、家族や地域の絆が薄れています。本社協
では、子ども・高齢者・障がいのある人・生活困窮者等にあっても、一人ひとりの思い
やりや心のふれあい、ぬくもりに支えられ、安心して住み続けられる高砂市を目指
して各事業を推し進めます。

　ファミリーサポートセンター事業では、一昨年度に実施し好評であった子育てファミリーフェスタ、
「ケロポンズファミリーコンサート」を実施し、更なるファミリーサポートセンターの広報に努めます。
　また、令和２年１月に設立した社会福祉法人連絡協議会の活動については、各法人が既に行って
いる公益的な取り組みについて取りまとめ、より一層公益活動が進むよう情報発信
してまいります。
　社会福祉充実計画に掲げる事業以外の新たな事業として、災害時支援活動の体
制整備に向け、高砂青年会議所との間に災害時支援協定を締結します。
　本年度においても多くの地域住民、福祉関係者及び行政機関等と協議、連携等を
密に行い、5つの重点推進項目を掲げ、さらなる地域福祉の充実に努めます。

事業方針

『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！

『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！

予 　 算

収入　 千円

支出 千円485,717

438,658

33.3%
受託金収入

32.3%
介護保険
事業収入 

1.5%
会費収入

1.2%
寄付金収入

0.1%
その他

11.4%
障害福祉
サービス等
事業収入 

0.9%
事業収入 

19.3%
経常経費
補助金収入

【法人総合収支予算（サービス区分別）】

前期末支払資金残高 ②
当期末支払資金残高 ①＋②

サービス区分事業
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事

祉

福

会

社

業

業
事
益
公

法人総合合

（内部取引消去）  

計（①）
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当期末支払資金残高（①＋②）
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区分
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本
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介
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保
険
事
業
等

営
運
人
法

部
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収入 支出 当期資金収支差額

（単位：千円）

法人運営事業

共同募金配分金事業

善意銀行運営事業

ボランティア活動センター事業

生きがい型デイサービス事業

ふれあいのまちづくり事業

資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

障害者（児）居宅介護事業

障害者（児）同行援護事業

障害者（児）相談支援事業

障害者（児）地域生活支援事業

老人居宅等介護事業

地域包括支援センター事業

ファミリーサポートセンター事業

37,672

13,232

5,002

11,995

8,131

43,580

2,183

3,377

59,357

44,118

24,063

13,308

4,800

8,008

852

155,999

7,960

▲ 4,979

438,658

48,675

13,232

5,171

13,220

8,761

53,756

2,183

6,143

61,399

42,781

24,882

8,207

7,497

7,840

499

177,722

8,728

▲ 4,979

485,717

▲ 11,003

0

▲ 169

▲ 1,225

▲ 630

▲ 10,176

0

▲ 2,766

▲ 2,042

1,337

▲ 819

5,101

▲ 2,697

168

353

▲ 21,723

▲ 768

▲ 47,059

159,400

112,341

※内部取引含む
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　5ヵ年計画である「第6期地域福祉推進計画」並びに「社会福祉充実計画」の事業展開
を図ります。
　また、社会福祉法人連絡協議会の事務局運営を担い、様々な分野の社会福祉法人と連携
しながら地域における公益的な取り組みを進めます。

重点推進項目（要旨抜粋）

　広報活動については、「社協だより」を毎月発行し、「ホームページ」と併せて、その内容
を一層充実させ、市民が求める情報の収集と提供に努めます。
　また、「第30回みんなの社協フェア」を開催し、福祉情報の提供、市民の福祉意識及び
社協活動の啓発に努めます。

Ⅱ 市民への情報提供及び啓発の推進

　地域の支え合いを基調とした多様な活動の担い手を育成するための講座・研修事業を
実施し、特に、移送サービス事業の担い手となる運転ボランティアの拡充に努め、ボラン
ティアが円滑に活動できるよう、そのコーディネートを行います。
　また、災害時における支援体制づくりを推進するため、災害ボランティアセンター設置・
運営訓練を実施します。

Ⅲ ボランティア事業の展開と福祉教育の推進

　福祉委員による小地域福祉活動のさらなる活性化を図るため、研修会や講座の内容を
充実させ、相談や情報提供の支援を行います。
　また、新たな生活支援サービス（移送サービス試行事業、エンディングサポート事業助
成金支給事業等）を実施し、地域支援の強化に努めます。

Ⅳ 地域ネットワークづくり（ふれあいのまちづくり事業）の推進

　介護保険事業、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、ひとり親家庭等家事支援事
業、養育支援家庭訪問事業、生きがい対応型デイサービス事業、生活福祉資金貸付事業、
福祉サービス利用援助事業等多岐にわたる介護・福祉サービスを展開します。
　地域包括支援センターでは、高齢者が可能な限り、住みなれた地域で能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、地域包括ケアシステムの構築に向け取り組みます。
　子育て支援では｢ファミリーサポートセンター｣において、今年度は子育てファミリーフェ
スタを開催するとともに、子育て中の家庭を地域で支援し、安心して子育てができる環境
づくりに努めます。

Ⅴ 自立支援に向けたサービス提供と安心して暮らせる環境づくりの推進

Ⅰ 計画の推進と組織、経営基盤等の強化

令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画令和2年度の事業計画 と予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりました

　少子・高齢化や人口減少社会が進み、家族や地域の絆が薄れています。本社協
では、子ども・高齢者・障がいのある人・生活困窮者等にあっても、一人ひとりの思い
やりや心のふれあい、ぬくもりに支えられ、安心して住み続けられる高砂市を目指
して各事業を推し進めます。

　ファミリーサポートセンター事業では、一昨年度に実施し好評であった子育てファミリーフェスタ、
「ケロポンズファミリーコンサート」を実施し、更なるファミリーサポートセンターの広報に努めます。
　また、令和２年１月に設立した社会福祉法人連絡協議会の活動については、各法人が既に行って
いる公益的な取り組みについて取りまとめ、より一層公益活動が進むよう情報発信
してまいります。
　社会福祉充実計画に掲げる事業以外の新たな事業として、災害時支援活動の体
制整備に向け、高砂青年会議所との間に災害時支援協定を締結します。
　本年度においても多くの地域住民、福祉関係者及び行政機関等と協議、連携等を
密に行い、5つの重点推進項目を掲げ、さらなる地域福祉の充実に努めます。
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『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！

『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！
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7,960

▲ 4,979
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▲ 47,059

159,400

112,341

※内部取引含む
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第1回 交流会
ファミサポミニミニ運動会

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

　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。

5月定例行事生活不活発に
なっていませんか？
生活不活発に
なっていませんか？

27日（水） スーパードライブ㊌

●午前（10：00～）

●午後（13：30～）

介護予防に役立つ体操やゲームを
下記の公民館で行います。

米田公民館　1階　集会室
5月19日（火）  13：30～15：00

5月29日（金）  13：30～15：00
北浜公民館　2階　集会室

●参加費：50円

わきあいあいサロン

囲碁・将棋 ●午後（13：00～）

●11日（月） ●21日（木） ●26日（火） 

12日（火） いきいき体操
13日（水） 折り紙㊌
14日（木） スーパードライブ㊍
 （9：30～）
18日（月） うたの会B（10：00～）
 うたの会A（12：00～）
20日（水） 絵手紙
21日（木） 折り紙㊍
22日（金） 朗読の会
26日（火） ゆうゆう体操

お知らせ
コロナウイルス感染拡大の影響
を受け、行事等やむなく変更す
る可能性があります。参加の可
否および詳細はお問い合わせ
下さい。

　動かないことによりフレイル（虚弱）が進
み、歩くことや身の回りの事など、生活動
作に支障がでてきます。
　自宅で出来るちょっとした
運動で、身体や頭の働きが低
下するのを防ぎましょう！

　お気に入りの歌を歌いなが
ら、ラジオ体操に挑戦してみ
ましょう。タオル体操もお勧
めです。

生きがい対応型デイサービスセンター
山陽電鉄『高砂駅』より西へ徒歩10分/『荒井駅』より東へ徒歩15分山陽電鉄『高砂駅』より西へ徒歩10分/『荒井駅』より東へ徒歩15分☎444-3030☎444-3030☎444-3030申込み・問合せ先

　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？ 

〈日 時〉 5月30日（土）10：00～11：30 
〈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1
〈対 象〉 子育ての援助を受けたい人
 （市内在住または在勤で、おおむね生後6ヵ月
 から小学校6年生のお子さんがおられる人）
〈託 児〉 5名(対象：6ヵ月以上の子ども 要予約)
〈定 員〉 20名 　〈締 切〉5月28日(木)

〈日 時〉 6月13日（土）10:00～11:30 
〈場 所〉 高砂市ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　交流スペース6・7
〈対 象〉 ファミリーサポートセンター登録会員
　　　　子育て中の人
〈定 員〉 30組　〈締 切〉 6月11日(木)

 
説明会に参加されると依頼会員として登録できます。
この機会にぜひご参加ください。 みんなで一緒に体を動かして楽しく遊びましょう！

小さいお子さんも参加できますよ。
3B体操やゲームなど、お楽しみがいっぱいです。
たくさんのご参加をお待ちしています♪

～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、12月～3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

　 紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。この他にも、活動されている地区が
たくさんあります。ぜひ、お近くのいきいきサロン等へご参加ください。

◆荒井町
　中町福祉部会（2月13日）
童謡を歌いながら手遊びをして会食、
和やかな雰囲気の中、楽しく交流を図る

◆荒井町
　若宮町福祉部会（12月28日）
講師をお招きし、参加者どうしお喋りを
楽しみながら正月の生花飾りを製作

◆中筋校区
　中筋一丁目福祉部会（1月17日）
参加者でおじゃビンゴゲームを楽しんだ
後、手作りちらしをいただきながら歓談

◆曽根町
　東之町福祉部会（2月17日）
園児と共に楽しく人形劇を鑑賞した後、
園児とふれあい有意義な時間を過ごす

◆曽根町
　北之町福祉部会（2月16日）
曽根の歴史を学んだ後、弁当を頂き、
歌謡ショーを楽しむ

◆米田町
　古新福祉部会（2月1日）
脳トレで頭の体操を行い、昼食後、
コーヒーをいただきながら歓談

◆阿弥陀町
　西下台福祉部会（12月17日）
ビンゴゲームをした後、クリスマス
ケーキを頂き、カラオケを楽しむ

◆阿弥陀町
　中所福祉部会（1月12日）
伝統のとんど行事を開催、三世代で
もちをつき親交を深める

◆阿弥陀町
　北池福祉部会（2月19日）
弁当を頂いた後、和楽器の演奏に
酔いしれる

◆阿弥陀町
　生石福祉部会（3月15日）
ビンゴゲームを行った後、生活支援
総合事業について理解を深める

◆北浜町
　北脇福祉部会（1月11日）
伝統行事であるとんどを開催、3世代で
ハイキングを行い、世代間交流を行う

◆北浜町
　牛谷福祉部会（2月20日）
会館を開放し、参加者どうしお喋り
を楽しむ

新型コロナウイルス感染症の影響で行事等を、取りやめる
場合があります。詳しくは、お問い合わせください。
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～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～
平成26年度に立ち上がった12グループ中の4グループ平成26年度に立ち上がった12グループ中の4グループ

赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内

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～

ー物品の部ー

ー物品の部（外国コイン・古切手・
　使用済カード等）ー

門野 康子…碁石
匿名………紙パンツ1袋
匿名………婦人靴1足
匿名………肌着32枚

曽根小学校、中筋公民館、
阿弥陀公民館、㈱優和、高砂市役所

松本 由利子、匿名

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円） 備　　考

高砂

荒井

伊保
中筋

曽根

米田

阿弥陀

北浜

その他

2,000
5,650
6,071
4,711
1,075
1,000
30
657
753

20,000
687
423
460
2,610
251
518

10,000
561

玉野　俊行
高砂小学校・高砂子ども園
県立高砂高等学校
短足おじさん
高砂公民館
串焼酒場。とり基地
荒井公民館
中央公民館兼伊保公民館
中筋公民館
匿名
曽根公民館
米田公民館
総合体育館
阿弥陀陶芸教室つばさ
阿弥陀公民館
北浜公民館
高砂市高齢者大学松陽学園OB会
社協事務所

学年費残金
お客様の善意
善意の募金箱
「歳の数だけ焼き鳥プレゼント」の売上金の一部として
善意の募金箱
善意の募金箱
善意の募金箱
亡き父の供養
善意の募金箱
善意の募金箱
善意の募金箱
公民館祭りでの皆様の善意
善意の募金箱
善意の募金箱

善意の募金箱

1.助成対象事業
①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
②団体の事業実施及び施設に必要な器具備品購入費
　（ただし、原則前年度助成を受けた者は、対象外とする）
③新たに設置する施設等の設備費
④災害被災地での被災者支援に関する事業
2.助成対象団体
市内で、地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設、地域でボランティア活動を行
っているグループ及び共同募金会が認めた団体
3.助成対象財政状況等
事業開催等経費により運営経理上に支障が認められる場合等、長期積立等による事業実
施に不足を生じる場合等
4.助成金額
経費の3/4以内（百円単位切り捨て）で50万円以内（ただし、共同募金会が認めた場合は、
この限りでない）
5.提出書類
地域福祉事業開催経費等助成申請書（様式第2号）、団体概要書（様式第3号）、当該事業計
画書、前年度決算書及び事業報告書、当年度予算書及び事業計画書

※助成申請書は高砂市共同募金委員会事務局にあります。
　または、ホームページよりダウンロードできます。応募先･問い合わせ先

ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865
高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会 総務課内）
〒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

申込締切日 5月29日(金)

1.助成対象事業
団体の維持管理経費
2.助成対象団体
市内で、地域福祉の推進を目的に設置
された団体及び施設、地域でボランティ
ア活動を行っているグループ及び共同
募金会が認めた団体で運営費が逼迫し
ている状況にある団体
3.助成対象財政状況等
前年度の決算繰越金が当該年度収入額
の概ね20%を下回る状況等
4.助成金額
概ね、年間運営費の10%以内
5.提出書類
地域福祉団体等運営費助成申請書（様
式第1号）、団体概要書（様式第3号）、前
年度決算書及び事業報告書、当年度予
算書及び事業計画書

「共同募金運動」でお寄せいただいた募金を、市内で福祉活動等を行う団体及び施
設等の健全な団体運営及び事業運営を支援するため、「高砂市共同募金委員会地
域福祉事業」として助成するもので、希望する団体、グループを募集します。

事 業 経 費団体運営費

6月3日（水）～10月21日（水）（除く：8月12日）
全20回 毎週水曜日 19：00～21：00

期　間

ユーアイ帆っとセンター（高砂市ユーアイ福祉交流センター）
（高砂市高砂町松波町440番地の35）

場　所

手話奉仕員養成講座（入門講座）を修了した方、
または、同等の技術がある方

対　象

20名定　員

5月27日（水）
※ただし、定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。

締　切

高砂市社会福祉協議会
TEL：443－3408
FAX：444－4865

お申込・お問合せは・・・

無料（別途テキスト代：3,300円必要）
※テキストは入門講座と同じです。（「手話を学ぼう、手話で話そう」）

参加費

～聴覚障がい者と手話で楽しくおしゃべりしませんか？～
手話通訳に関する基本的な技術・知識の習得を目指すものです

（基礎講座）

この講座は、高砂市と播磨町との合同開催です。

手話奉仕員養成講座2020年度

問合せ先 高砂市地域包括支援センター TEL.443-3723

えがおえがお イキイキクラブイキイキクラブ

ユーユークラブユーユークラブ 虹の会虹の会

R2.3.1～3.31 ※敬称略
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～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～～広がる！！いきいき百歳体操の輪♪～
平成26年度に立ち上がった12グループ中の4グループ平成26年度に立ち上がった12グループ中の4グループ

赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内

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～

ー物品の部ー

ー物品の部（外国コイン・古切手・
　使用済カード等）ー

門野 康子…碁石
匿名………紙パンツ1袋
匿名………婦人靴1足
匿名………肌着32枚

曽根小学校、中筋公民館、
阿弥陀公民館、㈱優和、高砂市役所

松本 由利子、匿名

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円） 備　　考

高砂

荒井

伊保
中筋

曽根

米田

阿弥陀

北浜

その他

2,000
5,650
6,071
4,711
1,075
1,000
30
657
753

20,000
687
423
460
2,610
251
518

10,000
561

玉野　俊行
高砂小学校・高砂子ども園
県立高砂高等学校
短足おじさん
高砂公民館
串焼酒場。とり基地
荒井公民館
中央公民館兼伊保公民館
中筋公民館
匿名
曽根公民館
米田公民館
総合体育館
阿弥陀陶芸教室つばさ
阿弥陀公民館
北浜公民館
高砂市高齢者大学松陽学園OB会
社協事務所

学年費残金
お客様の善意
善意の募金箱
「歳の数だけ焼き鳥プレゼント」の売上金の一部として
善意の募金箱
善意の募金箱
善意の募金箱
亡き父の供養
善意の募金箱
善意の募金箱
善意の募金箱
公民館祭りでの皆様の善意
善意の募金箱
善意の募金箱

善意の募金箱

1.助成対象事業
①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
②団体の事業実施及び施設に必要な器具備品購入費
　（ただし、原則前年度助成を受けた者は、対象外とする）
③新たに設置する施設等の設備費
④災害被災地での被災者支援に関する事業
2.助成対象団体
市内で、地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設、地域でボランティア活動を行
っているグループ及び共同募金会が認めた団体
3.助成対象財政状況等
事業開催等経費により運営経理上に支障が認められる場合等、長期積立等による事業実
施に不足を生じる場合等
4.助成金額
経費の3/4以内（百円単位切り捨て）で50万円以内（ただし、共同募金会が認めた場合は、
この限りでない）
5.提出書類
地域福祉事業開催経費等助成申請書（様式第2号）、団体概要書（様式第3号）、当該事業計
画書、前年度決算書及び事業報告書、当年度予算書及び事業計画書

※助成申請書は高砂市共同募金委員会事務局にあります。
　または、ホームページよりダウンロードできます。応募先･問い合わせ先

ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865
高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会 総務課内）
〒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

申込締切日 5月29日(金)

1.助成対象事業
団体の維持管理経費
2.助成対象団体
市内で、地域福祉の推進を目的に設置
された団体及び施設、地域でボランティ
ア活動を行っているグループ及び共同
募金会が認めた団体で運営費が逼迫し
ている状況にある団体
3.助成対象財政状況等
前年度の決算繰越金が当該年度収入額
の概ね20%を下回る状況等
4.助成金額
概ね、年間運営費の10%以内
5.提出書類
地域福祉団体等運営費助成申請書（様
式第1号）、団体概要書（様式第3号）、前
年度決算書及び事業報告書、当年度予
算書及び事業計画書

「共同募金運動」でお寄せいただいた募金を、市内で福祉活動等を行う団体及び施
設等の健全な団体運営及び事業運営を支援するため、「高砂市共同募金委員会地
域福祉事業」として助成するもので、希望する団体、グループを募集します。

事 業 経 費団体運営費

6月3日（水）～10月21日（水）（除く：8月12日）
全20回 毎週水曜日 19：00～21：00

期　間

ユーアイ帆っとセンター（高砂市ユーアイ福祉交流センター）
（高砂市高砂町松波町440番地の35）

場　所

手話奉仕員養成講座（入門講座）を修了した方、
または、同等の技術がある方

対　象

20名定　員

5月27日（水）
※ただし、定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。

締　切

高砂市社会福祉協議会
TEL：443－3408
FAX：444－4865

お申込・お問合せは・・・

無料（別途テキスト代：3,300円必要）
※テキストは入門講座と同じです。（「手話を学ぼう、手話で話そう」）

参加費

～聴覚障がい者と手話で楽しくおしゃべりしませんか？～
手話通訳に関する基本的な技術・知識の習得を目指すものです

（基礎講座）

この講座は、高砂市と播磨町との合同開催です。

手話奉仕員養成講座2020年度

問合せ先 高砂市地域包括支援センター TEL.443-3723

えがおえがお イキイキクラブイキイキクラブ

ユーユークラブユーユークラブ 虹の会虹の会

R2.3.1～3.31 ※敬称略
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～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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〒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

～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。～

会員数（R2．3月末現在）
依頼会員 　　　717名
提供会員 　　　102名
両方会員 　　　  43名

計862名

▲ 提供・両方会員フォローアップ講座（乳幼児の救急処置） ▲ 交流会（ミニミニ運動会）

子どもの送迎や預かりをお願いしたいときはありませんか？
リフレッシュしたい時にも、気軽にお問合せください。
交流会やセミナーなども開催していますので、ぜひご参加ください。

子どもの送迎や預かりをお願いしたいときはありませんか？
リフレッシュしたい時にも、気軽にお問合せください。
交流会やセミナーなども開催していますので、ぜひご参加ください。

P2.3…令和2年度事業計画と予算　P6…いきいき百歳体操のグループ紹介

みなさんも
ファミリーサポート
センターの会員に
なりませんか？

▲ 援助活動
（依頼会員の子どもを送迎する提供会員）

問合せ先 高砂市ファミリーサポートセンター ☎４４２－０５５５

カフェの名称 活動日程問い合わせ先 開催日

Café de 
のじぎく

特別養護老人ホーム のじぎくの里
Tel 079-247-9200 6月  3日（水）月1回 第1水曜日

13：00～15：00

かしま～ず
カフェ

鹿島の郷
Tel 079-446-4166 6月  9日（火）月１回 第2火曜日

10：00～12：00

めぐみカフェ
特別養護老人ホーム めぐみ苑
Tel 079-449-0111 6月17日（水）月１回 第3水曜日

10：00～12：00

心まちカフェ
小規模多機能ホーム 心まち
Tel 079-431-0361 6月26日（金）月１回 第4金曜日

13：30～15：30

認証認知症カフェ認証認知症カフェ

耳より耳より
ホットラインホットライン
耳より耳より
ホットラインホットライン

日　時：5月28日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター2階 多目的室1
内　容：総会

～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」

新型コロナウイルス感染症対策のため、
催しを延期または中止にする

場合があります。

日　時：５月１６日（土）１０：００～（１時間程度）※小雨決行
場　所：あらい浜風公園内オーナー花壇（公園事務所南）
内　容：市民との協働によるまちづくり活動に興味・関心のある方
持ち物：手袋、三角ホー、移植ゴテなど
その他：申込は不要です。直接現地にお越しください。
 参加者には花苗をプレゼントします。

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
市民と協働による花壇植栽活動参加者募集市民と協働による花壇植栽活動参加者募集

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

～気軽にご参加ください～～気軽にご参加ください～

「いるかの会」「いるかの会」

日　時：5月18日（月）14：00～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階
 交流スペース1，2
内　容：総会及び懇談会

～介護の不安や悩みなど、
心の内を話してみませんか～

日　時：5月17日（日）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8・9
内　容：花で楽しもう♪　参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

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
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

申込み・問合せ先
高砂市保健センター☎４４3‒３936

申込み・問合せ先
☎090-1223-7279（喜納まで）

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。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３‒３７２３

日　時：5月26日（火）
 ①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
 ［6月23日（火）は中筋公民館に出張予定］
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。

～「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

※かしま～ずカフェは、4月より中筋公民館で開催します
※5月は4か所とも中止となります

～介護者のつどい・介護保険について～～介護者のつどい・介護保険について～
介護者のつどい介護者のつどい

日　時：5月21日（木）13：30～15：30
場　所：北浜公民館 高砂市北浜町北脇74-3
講　師：のじぎくの里　山里 護氏
内　容：講演「介護保険制度について」
 交流会（介護実技相談できます）
対　象：介護に困っている方・興味のある方等

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３‒３７２３
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