〜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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６月１日は 善意の日
〜善意の気持ちを福祉のまちづくりに〜

▲神戸製鋼所労働組合高砂支部
▲高砂ライオンズクラブ

▲米田町老人クラブ女性部

▲高砂南高校

高砂市善意銀行

では、
皆様方の善意の気持ちを金銭や
物品としてお預かりし、地 域 福
祉や在宅福祉の充実を願ってい
る人たちのために、そして、ひろ
く福祉のまちづくりをすすめて
いくために、活用していくという
『善意の橋渡し』の活動を行って
います。
▲電源開発㈱高砂火力発電所
（詳しくは、2ページをご覧ください）

▲高砂高校

▲高砂市吹奏楽団
P2…善意銀行預託状況
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▲松陽学園 学生自治会

P3…社協会員会費のお願い

※敬称略

P5…手話奉仕員ステップアップ講座

この機関誌は共同募金配分金により発行しています

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〜

R2.4.1〜4.30 ※敬称略

ー金銭の部ー
地区名

高砂
荒井

氏

名

金額（円）

玉野 俊行

2,000

串焼酒場。
とり基地

1,000

高砂市小松原土地区画整理組合

その他

備考

「歳の数だけ焼き鳥プレゼント」の売上金の一部として

267,284

組合解散による清算金

わかば学園支援グループ ぽこあぽこ

10,000

高砂市の方々に協力いただいているお礼

NPO法人 日本入れ歯リサイクル協会

10,692

不要入れ歯回収金

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

―物品の部―

▲

高 砂市小松原土地
区画整理組合

匿名…手作り布マスク68枚
米田町老人クラブ 女性部…手作り布マスク50枚
匿名…ティーカップ11セット、湯飲み8個

―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)―

寄附いただいた手作りマスクを福祉施設に払出しました

伊保小学校、
匿名
令和元年度（平成31年4月〜令和2年3月）は金銭計2,346,693円、物品計
174件の預託がありました。多数のご寄付をいただき、ありがとうございました。

▲匿名

▲米田町老人クラブ女性部

善意銀行は、福祉のまちづくりのために役立っています！

Q. 善意銀行ってなに？？ A. 市民のみなさまからの善意の金銭や物品を一時的に
お預かりし、高砂市の福祉事業に活用しています。
金銭

香典・祝儀等のお返し（満中陰志）にかえて
チャリティバザーの収益金
お小遣いやお年玉の一部
記念行事開催経費の一部 など

物品

タオルなどの家庭介護用品（新品のもの）
書き損じたハガキ、使用済テレフォンカード 、
外国コイン、使用済切手 など

Q. どんな福祉事業？？

高砂市善意銀行

A. このような福祉事業に活用しています。

●子育て支援事業の充実に
●災害ボランティア体制の充実など、ボランティア活動の推進に
●低所得世帯の生徒、児童への修学旅行費助成事業に
●水害や火災による被災者への見舞金支給事業に
●無年金の社会福祉施設入所者への夏季見舞金給付事業に
●車いす・電動ベッドの貸出など、在宅福祉の充実に
●見守りネットワークの展開など、地域福祉活動の充実に

お問い合わせ先

ＴＥＬ.079-443-3720

高砂市社会福祉協議会（高砂市善意銀行事務局）

〒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（2Ｆ総務課）
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会費は「福祉のまちづくり」を進めるとても大切な財源です

社協会員会費のお願いです

高砂市においても少子高齢化が進行しています。このような中で、誰もが住み慣れた地
域でいきいきと暮らしていけるよう、地域福祉の充実が求められています。福祉が充実して
いるまちは、住みよいまちです。そのようなまちにするために、社協では、一人でも多くの
市民の皆様に地域福祉に関わっていただき、地域における課題を共有するとともに、課題
の解決と地域福祉向上への取り組みを進めてまいります。
ご協力いただく会費は、地域住民の皆様が地域福祉に関わっていこうとする意思を反映
した、いわば「地域支え合い協力金」です。この貴重な財源をもとに、地域への還元に配慮
した事業を実施し、地域福祉を推進していくのが社協活動です。令和元年度は普通(住民)
会費5,493,900円、賛助・団体会費1,187,000円のご賛同をいただき下記の事業に充
当させていただきました。
本年度も社協の地域福祉活動を支える社協会員会費についてご賛同いただきますよう、
ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

〜会員会費の使い道〜
（1）ふれあいのまちづくり事業
地域福祉推進事業として、普通会費の40%を地域
に還元し、福祉委員活動を中心としたふれあいのまち
づくりを推進しています。
その他、下記の事業を推進しています。
・町（校区）福祉推進委員会、小地域福祉活動推進事業
・ひとり暮らし高齢者食事サービス事業
・在宅福祉・地域福祉活動用器材の貸与整備事業
・社協だより配布見守り事業

（2）広報・啓発事業
福祉サービスや諸制度、地域福祉活動等を市民にわ
かりやすく情報提供します。
・社協だよりやホームページによる情報提供

（3）事務経費
会員会費に要する事務経費
（チラシ・領収書印刷代など）

普通（住民）会費

1世帯1口 200円
（自治会を通じて）
賛助会費（会社、法人等）

1口

2,000円

団体会費

1口

2,000円

【問い合わせ先】
〒676‐0023
高砂市高砂町松波町440番地の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）
社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会
（地域福祉課）
TEL：079‐444‐3020
FAX：079‐443‐0505

3

R2（2020）.6.1発行 第334号

高砂市地域包括支援センターだより

Vol.124

ばい菌・ウイルスは
手を介して感染します

これからの季節に注意が必要なのが熱中症と食中毒です。特に、高齢者は
一度かかると回復が遅れたり重症化しやすいため、予防と対処方法を身に
つけておきましょう。
コロナウイルスや食中毒など、病気を引き起こす感染症の多くは手
を介して体内に侵入する事が多いと言われています。
ドアノブ、電車のつり革、階段の手すりなど大勢の人が触れる場所に
触れた後は手洗いが大切です。手を洗った後は清潔なタオルで拭きま
しょう。

熱中症、こんな日が危険です！

●水分補給をこまめにする
●エアコンを上手に活用
●風通しのいい部屋にいる
●すだれやカーテンを利用

屋外編

体内の水分・塩分不足などで
おこる熱中症

屋内編

●気温が高い ●湿度が高い
●急に暑くなった など

熱中症を予防しよう！

●日傘や帽子を利用
●飲み物持参でこまめに摂取
●無理をしないでひと休み
●緊急時の連絡先を携帯する

高齢者のための成年後見相談会
高齢者に関する成年後見制度の相談会を開催します。
司法書士と地域包括支援センター職員が対応いたします。

認知症の症状があり、金銭管
理や手続きが難しくなった。

身寄りが居ない。どのような
準備をしておけば良い？

日

時

6月22日
（月）①13時 ②14時 ③15時

場

所

高砂市ユーアイ福祉交流センター 2階会議室

相談料

※各1名・要予約

無料

※6月12日（金）
までに下記窓口までお申込ください。定員になり次第締め切ります。
※新型コロナウイルス感染症対策の為、催しを延期または中止にする場合があります。

申込み・問合せ先 高砂市地域包括支援センター

TEL：443−3723
R2（2020）.6.1発行 第334号
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令和2年度
地域相互見守りモデル事業（地域となり組）
実施団体の募集
〜事業趣旨〜
子育て支援や高齢者の見守り、サロンなどの居場所づくり等を通じて、住民同士
が世代・性別を問わず助け合いのできる地域コミュニティの構築に取り組む地域
団体等を募集します。

対象団体

地域団体、地域団体による協議体、NPO法人等

補助予定地区数

10地区程度

補助金額

1地区あたり50万円限度

事業実施期間

交付決定日から令和3年3月31日

募集期間

5月22日（金）〜6月22日（月） 募集期間内必着

※応募書類等は、兵庫県のホームページからダウンロードしてください
問合せ先

兵庫県健康福祉部社会福祉局社会福祉課福祉企画班 TEL.078-362-3181

2020年度

手話奉仕員ステップアップ講座
〜手話通訳者を目指しませんか！〜

手話奉仕員養成講座修了レベルの手話ができる方が、
さらに手話の技術・知識を習得し、手話通訳者を目指すための講座です。
期

間

9月3日（木）〜1月21日（木）毎週木曜日 19：00〜21：00
全20回

場

所

加古川市総合福祉会館 （加古川市加古川町寺家町177番地の12）

参加費

３，
０００円（別途テキスト代 要）

対

次に該当する方

象

①加古川市、高砂市、稲美町、播磨町に、在住または在勤の方
②手話奉仕員養成講座修了レベルの手話ができる方
※
「手話奉仕員養成講座修了レベルの手話ができる」
とは、
相手の手話が理解でき、特定の聴覚障がい者とであれば手話で
日常会話ができる程度をいいます。

③手話通訳者を目指す方

定

員

申込方法

20名（先着順）※定員になり次第、募集を締め切らせていただきます。
高砂市社会福祉協議会までお申込みください。

お申込・お問合せは・
・
・

高砂市社会福祉協議会
TEL：443−3408
FAX：444−4865

※新型コロナウイルスの影響により、
変更又は中止になる場合があります。

この講座は、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町との合同開催です。
5
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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。

6月定例行事

わくわくフェスタ
はつらつ教室

スマフォトセミナー

初心者向け！見栄えのするスマホ写真を
撮ってみませんか？

●日

時 ： 6 月1 9日( 金 )
9：3 0 〜 1 1：0 0
●場 所：交流スペース８・９
●定 員：20名
●参加費：100円
● 申込締切： 6 月1 5日( 月)

囲碁・将棋

●午後
（13：00〜）

● 3日
（水） ● 5日
（金）
● 8日
（月） ●18日
（木）
●23日
（火）
申込み・問合せ先

わきあいあいサロン
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。

●午前（10：00〜）

3日
（水）絵手紙

中筋公民館

9日
（火）いきいき体操

2階

10日
（水）折り紙㊌

曽根公民館

11日
（木）スーパードライブ㊍

2階

中央公民館

15日
（月）うたの会A（10：00〜）
18日
（木）折り紙㊍
23日
（火）ゆうゆう体操
25日
（木）地域ささえあい講座
26日
（金）朗読の会
●午後（13：30〜）

24日
（水）スーパードライブ㊌

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

講堂

6月 9日
（火） 13：30〜15：00

（9：30〜）
うたの会B（12：00〜）

集会室

6月 1日
（月） 13：30〜15：00

3階

講堂

6月17日
（水） 13：30〜15：00
阿弥陀公民館

2階

講堂

6月30日
（火） 13：30〜15：00
●参加費：50円

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。

☎444-3030

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？

第1回 交流会
ファミサポミニミニ運動会
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♪
〈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)

子育て応援講座
第1回 提供・両方会員
フォローアップ講座＆情報交換会

子育てや子育て支援への理解を深め、より楽しく
安心して活動していただくために開催します。
〈日 時〉6月29日
（月）
9：30〜11：30
〈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〉ファミリーサポートセンター提供会員・
両方会員、子育て支援に関心のある人
〈託 児〉5名 (対象：1歳6ヵ月以上の子ども要予約)
〈定 員〉20名〈締 切〉6月25日(木)
時

間

内

容

9：30〜10：30 「子どもとのかかわりと遊び」
講師：市子育て支援センター保育士

10：40〜11：30 「提供・両方会員情報交換会」

〜実際の援助活動を通して〜こんなときどうするの？

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

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。
R2（2020）.6.1発行 第334号
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小 地 域福 祉活動 写真展
〜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、令和元年10月〜11月に開催された活動の一部をご紹介します〜

◆高砂町
第9福祉部会
（10月24日）

◆伊保町
三ノ島福祉部会
（10月27日）

◆中筋校区
中筋西福祉部会
（11月11日）

◆米田町
中島三丁目福祉部会（10月27日）

◆阿弥陀町
魚橋北福祉部会
（10月13日）

◆阿弥陀町
魚橋山ノ端福祉部会（10月21日）

日帰りバス旅行を開催、天橋立で食事を頂き、
元伊勢・籠神社を参拝、楽しい一日を過ごす

ハワイアンフラダンスを鑑賞後、皆で
食事を頂き、親睦を深める

ふれあいバス旅行を開催、淡路島にてみかん狩
りや伊弉諾神社を参拝し、充実した一日を過ごす

絶好の天気に恵まれ、グラウンドゴルフ
大会を開催、賞品をめぐり、盛り上がる

水戸黄門体操で身体をほぐし、童謡を合唱後、誕生
日の参加者をバースデーケーキと紅白饅頭で祝福

プラモデル作りや輪投げで楽しんだ後、
お菓子を頂きながらお喋りを楽しむ

コロナウイルスの影響で昨年度開催分を掲載させていただいております。紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。

26
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伊保西部

フラワーフレンド

問合せ先

牛谷高齢者の集い

平成 年度に
立ち上がったグループ

グランマ

〜広がる！
！いきいき百歳体操の輪♪〜

高砂市地域包括支援センター TEL.443-3723

〜
「もの忘れ」
気になりませんか?〜

出張 あたまの健康チェック

耳より
ホットライン

６月は中筋公民館に出張します。もの 忘れが気にな
る方、チェックをうけてみませんか？相談だけでもお
気軽にお越しください。
日 時： 6月23日
（火）
①9時 ②10時 ③11時
（7月28日はユーアイ福祉交流センターにて実施）
場 所：中筋公民館 会議室
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。

〜気軽にご参加ください〜
認知症の人を
ささえる家族の会

「いるかの会」

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター

☎４４3 ３723

令和２年度

障がい児(者)体験セ−リング
〜海から高砂の街を見てみよう！〜
日 時：6月27日
（土）
【 1 時 間コ−ス 】 ① 9：00〜10：00 ※ 8：30集合
②10：30〜11：30 ※10：00集合
【船内見学コ−ス】③9：00〜11：30の間で随時
※参加希望のコ−スと時間帯を選んでください。
※雨天の場合は６月28日
（日）
に順延します。
場 所：高砂本港〜高砂沖
※集合場所：高砂フィッシングセンタ−前
（高砂市高砂町材木町1198）
募集人員：各８組
（障がい児(者)とその保護者）
※先着順
参加費：1人 500円
（保険代等含む）
内 容：ヨットの乗船体験 申込締切：６月8日
（月）
主 催：NPO法人高砂海文化21C・高砂市ボランティア活動センター

〜家族のための介護相談〜
日
場
内

〜気軽にご参加ください〜
日
場
内

資 格：ホームヘルパー２級または初任者研修、介護福祉士
勤務体系：直行直帰 登録型
（希望の曜日・時間）
賃 金：生活援助 １，
３０８円〜/時給
身体介護 １，
７００円〜/時給
処遇改善手当込み
※早朝、夜間、日祝/割増 ※別途、移動手当、有給休暇有り
※資格・経験年数により昇給
条 件：週３日程度働ける方
（時間は相談に応じます）
まずは、電話でお問い合わせください。

申込み・問合せ先

ふれあい訪問介護事業所

編集･発行

☎４４３ ３408

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
電話
（代表） FAX

「子いるかの会」
〜家族の日〜

日
場
内

時：6月1日
（月）
10：00〜12：00
所：ユーアイ福祉交流センター 2階 登録団体連絡室
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。

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4 ３020

☎４４2 4047

登録型ホームヘルパー募集！
！

時：6月15日
（月）
13：30〜15：30
所：ユーアイ福祉交流センター1階 研修室
容：わいわいがやがや
「お話し会」

若年性認知症と
ともに歩む

申込み・問合せ先

ボランティア活動センター

時：6月1日
（月）
14：30〜15：30
所：ユーアイ福祉交流センター1階 研修室
容：会員による介護相談会

「すずらんの会」

高砂市支え合う
介護者の会

〜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〜
日
場
内

時：6月18日
（木）
13：30〜15：00
所：高砂市文化保健センター 1階 栄養指導実習室
容：わいわいがやがや「話し合い」

申込み・問合せ先

高砂市保健センター ☎４４3

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
ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/

３936
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