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～「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。
ご夫婦、ご友人同士でもお気軽にお越しください。
日　時：12月21日（火）・1月25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
人　数：各時間１名
費　用：無料
対　象：高砂市内在住の方
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（認知症相談センター）☎４４３‒３７２３

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

※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。
※参加の際はマスクの着用、体温測定にご協力ください。

P2…ご存知ですか？高齢者の消費者被害　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

誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすために誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすために

そなえ・まもる！「権利擁護事業」

高砂市地域包括支援センター☎079-443-3723
地域包括支援センター職員が訪問し、必要に応じて、
施設やほかの機関と連携して、高齢者をまもります。

日　時：12月9日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター 1階 健康教育室
内　容：クリスマスパーティー
※事前に健康増進課までお申し込みください。

～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」

申込み・問合せ先
高砂市健康増進課 ☎４４3‒３936

内　容：「認知症の症状、認知症の人との接し方について」
 Zoomを使ったオンラインでも受講可能です。
対　象：市内在住、在勤、在学の方で5名以上の
 グループや団体
経　費：無料
（※開催予定日1カ月前までにお申し込みください。）

「認知症サポーター養成講座」「認知症サポーター養成講座」

★2ページに『消費者被害防止について』と『令和3年度 権利擁護講演会』の案内を掲載しています。

例えばこんなことでお困りではありませんか？

● 貯金や日常的なお金の管理がしにくくなってきた。

● 訪問販売の人がよく出入りしているみたい。

● 身寄りのない一人暮らし
　 将来、財産管理のことが心配…

● 成年後見制度について詳しく聞きたい。

● 近所から高齢者を怒鳴る声が聞こえる…

こんなことで困っていたら、ぜひご相談くださいこんなことで困っていたら、ぜひご相談ください

日　時：12月6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

～家族のための介護相談～

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」

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

日　時：12月6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～

12月のサロンはお休みです

日　時：12月13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）
※事前にお申し込みください。

～お気軽にご参加ください～

1 8
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/
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～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4,882,896円でした。今年度は4,900,0004,882,896 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）

（750,000円）

（2,011,000円）（2,011,000円）

（300,000円）

（900,000円）

（750,000円）

母子生活支援施設入所中の世帯
及び児童等に見舞品を配布します

高齢者施設入所中の無年金者に
歳末見舞金を配布します

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4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所児童等母子生活支援施設入所児童等
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

（200,000円）（200,000円）
児童養護施設入所中の児童等に
見舞品を配布します

児童養護施設入所者
見舞品配布事業
児童養護施設入所者
見舞品配布事業

（100,000円）（100,000円）
生活困窮者に食料品等の
支援を行います

生活困窮者支援事業生活困窮者支援事業

地域福祉交流事業

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 （489,000円）（489,000円）
各種団体に地域福祉活動事業の
助成を行います

地域福祉活動推進事業地域福祉活動推進事業

（150,000円）（150,000円）
運動に必要な事務経費として活用します

事務経費事務経費

地域福祉交流事業

　高齢者の相談件数は増加傾向にあり、被害も深刻化しています。悪徳業者は、電話、訪問、通信
販売のほか、はがき、メール等で金銭振り込みの要求や、必要のない修理を行い高額請求する
事例が多発しています。

悪徳業者の手口が巧妙で、言
葉巧みに近づいてきます。また
悪徳業者に関する情報や知識
が不足していることから、自分
が騙されているとは思わないこ
ともあります。

消費者被害を他人に知られる
ことが恥ずかしい、周囲に迷
惑をかけたくないという思い
から、相談できずにいることが
あります。

高齢者の消費者被害高齢者の消費者被害

講　　師 高砂警察署生活安全課署員・東播磨消費生活センター職員

開催日時 令和４年１月２１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 高齢者消費者被害対応に関心のある市民、
 民生委員、福祉関係者等
 （定員：40名）

参 加 費  無料

〈申込み・問合せ先〉 〈申込み・問合せ先〉 

＊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。

ご存じですか？

高齢者の消費者トラブルの特徴

消費者被害と気づきにくい 誰にも相談しない

地域包括支援センターでは、講演会の開催や必要に応じて警察や消費生活
センターと協力・対応し、消費者被害防止に努めています。
「もしかしたら？」と思ったら、下記の連絡先までご相談ください。

令和3年度 権利擁護講演会
～知ろう！防ごう！高齢者の消費者被害～

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）☎079－４４３－３７２３
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楽しく安心して活動していただくために、交流を深める機会
として情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。
楽しく安心して活動していただくために、交流を深める機会
として情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。

＜主な依頼内容＞
●幼稚園・保育園・こども園・学童保育への送迎や開始前・終了後の預かり
●産前産後の上の子どもの預かりや送迎

＜主な依頼内容＞
●幼稚園・保育園・こども園・学童保育への送迎や開始前・終了後の預かり
●産前産後の上の子どもの預かりや送迎

第2回
提供・両方会員情報交換会

第2回
提供・両方会員情報交換会

あなたも会員になりませんか？

〈日 時〉 12月3日（金）10：00～11：30
〈場 所〉 ユーアイ福祉交流センター1階交流スペース1・2
〈対 象〉 提供会員・両方会員
〈内 容〉 情報交換会
 「親と子の心を繋ぐサポートとは？」
 アドバイザー：株式会社ウィズ・マム
 代表 北野 ひとみ 氏
〈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〉 12月1日（水）

〈日 時〉 12月3日（金）10：00～11：30
〈場 所〉 ユーアイ福祉交流センター1階交流スペース1・2
〈対 象〉 提供会員・両方会員
〈内 容〉 情報交換会
 「親と子の心を繋ぐサポートとは？」
 アドバイザー：株式会社ウィズ・マム
 代表 北野 ひとみ 氏
〈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〉 12月1日（水）

❶ ファミリーサポートセンターに会員登録します。
　・依頼会員は入会説明会に参加して下さい。
　・提供・両方会員は養成講座を受講して下さい。
❷ 依頼会員は頼みたい日時が決まったら、
 センターに依頼の電話をします。
❸ センターは活動可能な人
 (提供・両方会員として登録している人)を紹介します。
❹ 活動日までに当事者同士で事前打ち合わせをします。
 （2回目以降なら電話でOKです。）
❺ 活動終了後、利用料金の受け渡しをします。

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催内容の変更や開催を
中止する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

紙粘土教室紙粘土教室

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）

※緊急事態宣言発出時は、定例行事・サークル活動の実施の有無について、必ずお問合せください。

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

12月定例行事わくわくフェスタ
●午前（10：00～）

●日　 時：11月26日(金)13：30～ 
●場　 所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　  交流スペース 8・9
●定　員：15名
●持ち物：軍手・持ち帰り用袋
●参加費：500円(材料費込)
●申込締切：11月10日（水）
　 ※詳しくはお問い合わせください。

●日　 時：12月17日(金)
　●午前の部：10時～  ●午後の部：14時～ 
●場　 所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　  交流スペース 8・9
●定　員：各20名
●参加費：300円(材料費込)
●申込締切：12月3日（金）
　 ※詳しくはお問い合わせください。

  1日（水） 絵手紙 前半
  7日（火） いきいき体操
  8日（水） 折り紙㊌ 前半
  9日（木） スーパードライブ㊍ 前半
 　　  　　 （9：30～）
13日（月） うたの会B 前半
 　　　　 （10：00～）
 うたの会A 前半
 　　 　　（12：00～）
16日（木） 折り紙㊍ 前半
24日（金） 朗読の会
28日（火） ゆうゆう体操 前半

　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？ 

22日（水） スーパードライブ㊌ 前半
●午後（13：30～）

わきあいあいサロン

囲碁・将棋
●9：00～
23日(木）

●13：00～
1日（水）・16日（木）・20日（月）

介護予防を目的とした簡単な体操
やレクリエーションなどを行いなが
ら、参加者同士で交流の時間を持っ
ていただける、気軽な集まりです。

生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター

◎新規参加者随時募集中です。
　申込み・問合せは下記の電話番号
　までお気軽にどうぞ！

12月6日（月）    13：30～15：00
中筋公民館　　2階　集会室

12月15日（水）  13：30～15：00
中央公民館  　 3階　　講堂

12月21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子育て支援課
（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。

◇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。～入会から活動までの流れ～

※両方会員とは依頼会員と提供会員を兼ねる方です。
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楽しく安心して活動していただくために、交流を深める機会
として情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。
楽しく安心して活動していただくために、交流を深める機会
として情報交換会を開催します。ぜひご参加ください。

＜主な依頼内容＞
●幼稚園・保育園・こども園・学童保育への送迎や開始前・終了後の預かり
●産前産後の上の子どもの預かりや送迎

＜主な依頼内容＞
●幼稚園・保育園・こども園・学童保育への送迎や開始前・終了後の預かり
●産前産後の上の子どもの預かりや送迎

第2回
提供・両方会員情報交換会

第2回
提供・両方会員情報交換会

あなたも会員になりませんか？

〈日 時〉 12月3日（金）10：00～11：30
〈場 所〉 ユーアイ福祉交流センター1階交流スペース1・2
〈対 象〉 提供会員・両方会員
〈内 容〉 情報交換会
 「親と子の心を繋ぐサポートとは？」
 アドバイザー：株式会社ウィズ・マム
 代表 北野 ひとみ 氏
〈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〉 12月1日（水）

〈日 時〉 12月3日（金）10：00～11：30
〈場 所〉 ユーアイ福祉交流センター1階交流スペース1・2
〈対 象〉 提供会員・両方会員
〈内 容〉 情報交換会
 「親と子の心を繋ぐサポートとは？」
 アドバイザー：株式会社ウィズ・マム
 代表 北野 ひとみ 氏
〈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〉 12月1日（水）

❶ ファミリーサポートセンターに会員登録します。
　・依頼会員は入会説明会に参加して下さい。
　・提供・両方会員は養成講座を受講して下さい。
❷ 依頼会員は頼みたい日時が決まったら、
 センターに依頼の電話をします。
❸ センターは活動可能な人
 (提供・両方会員として登録している人)を紹介します。
❹ 活動日までに当事者同士で事前打ち合わせをします。
 （2回目以降なら電話でOKです。）
❺ 活動終了後、利用料金の受け渡しをします。

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催内容の変更や開催を
中止する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

紙粘土教室紙粘土教室

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）

※緊急事態宣言発出時は、定例行事・サークル活動の実施の有無について、必ずお問合せください。

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

12月定例行事わくわくフェスタ
●午前（10：00～）

●日　 時：11月26日(金)13：30～ 
●場　 所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　  交流スペース 8・9
●定　員：15名
●持ち物：軍手・持ち帰り用袋
●参加費：500円(材料費込)
●申込締切：11月10日（水）
　 ※詳しくはお問い合わせください。

●日　 時：12月17日(金)
　●午前の部：10時～  ●午後の部：14時～ 
●場　 所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　  交流スペース 8・9
●定　員：各20名
●参加費：300円(材料費込)
●申込締切：12月3日（金）
　 ※詳しくはお問い合わせください。

  1日（水） 絵手紙 前半
  7日（火） いきいき体操
  8日（水） 折り紙㊌ 前半
  9日（木） スーパードライブ㊍ 前半
 　　  　　 （9：30～）
13日（月） うたの会B 前半
 　　　　 （10：00～）
 うたの会A 前半
 　　 　　（12：00～）
16日（木） 折り紙㊍ 前半
24日（金） 朗読の会
28日（火） ゆうゆう体操 前半

　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？ 

22日（水） スーパードライブ㊌ 前半
●午後（13：30～）

わきあいあいサロン

囲碁・将棋
●9：00～
23日(木）

●13：00～
1日（水）・16日（木）・20日（月）

介護予防を目的とした簡単な体操
やレクリエーションなどを行いなが
ら、参加者同士で交流の時間を持っ
ていただける、気軽な集まりです。

生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター生きがい対応型デイサービスセンター

◎新規参加者随時募集中です。
　申込み・問合せは下記の電話番号
　までお気軽にどうぞ！

12月6日（月）    13：30～15：00
中筋公民館　　2階　集会室

12月15日（水）  13：30～15：00
中央公民館  　 3階　　講堂

12月21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子育て支援課
（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。

◇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。～入会から活動までの流れ～

※両方会員とは依頼会員と提供会員を兼ねる方です。

5 4R3（2021）.12.1発行 第352号 R3（2021）.12.1発行 第352号



～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
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部
会（
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日
）

こ
も
り
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等
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し
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活
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品
を
配
布
。 ◆高砂町

　第9福祉部会（9月16日）
ＣＯ２センサーによる換気対策等をし、高砂西部病院医
療講座「熱中症予防」を聞き有意義な時間を過ごす。

◆荒井町
　小松原福祉部会（7月17日）
人形劇グループ「夢良人」による人形劇とマジッ
クショーで、童心に返って楽しいひと時を過ごす。

◆中筋校区
　時光寺県住福祉部会（7月18日）
お弁当で食事会をした後、紙粘土工作に
チャレンジし可愛いパンダの置物を作る。

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会（10月10日）
感染防止対策をして「ふれあいグラウンドゴルフ
大会」を開催、参加者に大変喜んでいただく。

◆北浜町
　牛谷福祉部会（9月16日）
敬老祝いに弁当と梨を配布、顔を合わせる機会
が少ない中、互いに近況を聞き会話を楽しむ。

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～～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～

R3.10.1～10.31 ※敬称略

ー物品の部（外国コイン・古切手・使用済カード等）ー

㈱池田、高砂商工会議所、サービス付き高齢者向け住宅ひなたぼっこ㈱、
若年性認知症とともに歩む 子いるかの会、松波町自治会「松波会」、
自由空間たかさご、㈱優和、高砂六星会

木谷 利尚、鷹巣 絹子、柴山 江里子、名嘉 初枝、松本 奈津子、
中野 道子、梶 眞治、匿名

ー金銭の部ー 
地区名 氏　名 金額（円） 備　　考

高砂

曽根

2,050
2,000
4,711
2,600

自由空間たかさご
玉野 俊行
短足おじさん
栗俣 光博

お客様の善意

※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。（古着などの回収はしておりません）

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。
▲生活協同組合
　コープこうべ

ー物品の部ー

生活協同組合コープこうべ…米2ｋｇ入り30袋 
松波町自治会「松波会」…毛布 
匿名…手芸キット13点 
匿名…パンツ2枚、長袖シャツ1枚 
匿名…尿取りパッド19袋、尿取りケアパッド30袋 

募金種別 令和3年度 令和2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

5,369,950

8,474

811,000

286,285

574,500

219,600

0

42,864

7,312,673

5,266,900

25,955

1,103,000

247,150

513,000

254,614

0

20,905

7,431,524

北浜小学校の
児童より
北浜小学校の
児童より

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16日現在で
7,431,524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
● 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

高砂高等学校高砂高等学校

トーホー曽根店にて
街頭募金

トーホー曽根店にて
街頭募金

TKV（松陽高校）
コープこうべ高砂店にて

街頭募金

TKV（松陽高校）
コープこうべ高砂店にて

街頭募金

TKV（高砂高校）
マックスバリュ梅井店にて

街頭募金

TKV（高砂高校）
マックスバリュ梅井店にて

街頭募金

※令和3年10月1日～10月31日まで受付分
被災地の一日も早い復興を
お祈りしますとともに、ご協力いただき
ました方に心からお礼申しあげます。

令和3年8月大雨災害義援金(長野) 寄附者名簿

天満 了 ………… 5,000円

「認知症サポーター養成講座」を受講された方へ
ステッカーを配布します！
「認知症サポーター養成講座」を受講された方へ
ステッカーを配布します！
※以前に受講し、オレンジリングをお持ちの方で、ステッカー配布を
　希望される方は、地域包括支援センターまで申し出てください。

ステッカーは出来るだけ道路に面した門、玄関、郵便受けなどよく見
える場所に掲示してください。
協力者の目印であるこの印が増えることで、地域での見守り支援に一体感
が生まれ、認知症の方やその家族が困っている時の一助となりますので、皆
様のご理解とご協力をお願いいたします。

お問い合わせ 高砂市地域包括支援センター(認知症相談センター)　☎079-443-3723
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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～

Vol.352

令和3年
（2021年）

月号12
しゃ きょう 耳より耳より

ホットラインホットライン

～「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。
ご夫婦、ご友人同士でもお気軽にお越しください。
日　時：12月21日（火）・1月25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
人　数：各時間１名
費　用：無料
対　象：高砂市内在住の方
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（認知症相談センター）☎４４３‒３７２３

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

※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。
※参加の際はマスクの着用、体温測定にご協力ください。

P2…ご存知ですか？高齢者の消費者被害　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

誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすために誰もが安心して住み慣れた地域で暮らすために

そなえ・まもる！「権利擁護事業」

高砂市地域包括支援センター☎079-443-3723
地域包括支援センター職員が訪問し、必要に応じて、
施設やほかの機関と連携して、高齢者をまもります。

日　時：12月9日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター 1階 健康教育室
内　容：クリスマスパーティー
※事前に健康増進課までお申し込みください。

～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」

申込み・問合せ先
高砂市健康増進課 ☎４４3‒３936

内　容：「認知症の症状、認知症の人との接し方について」
 Zoomを使ったオンラインでも受講可能です。
対　象：市内在住、在勤、在学の方で5名以上の
 グループや団体
経　費：無料
（※開催予定日1カ月前までにお申し込みください。）

「認知症サポーター養成講座」「認知症サポーター養成講座」

★2ページに『消費者被害防止について』と『令和3年度 権利擁護講演会』の案内を掲載しています。

例えばこんなことでお困りではありませんか？

● 貯金や日常的なお金の管理がしにくくなってきた。

● 訪問販売の人がよく出入りしているみたい。

● 身寄りのない一人暮らし
　 将来、財産管理のことが心配…

● 成年後見制度について詳しく聞きたい。

● 近所から高齢者を怒鳴る声が聞こえる…

こんなことで困っていたら、ぜひご相談くださいこんなことで困っていたら、ぜひご相談ください

日　時：12月6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

～家族のための介護相談～

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」

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

日　時：12月6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～

12月のサロンはお休みです

日　時：12月13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）
※事前にお申し込みください。

～お気軽にご参加ください～

1 8
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/
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