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「赤い羽根共同募金」が
みなさまのご支援、ご協力をお願いいたします

◀兵庫県共同募金会マスコット
　あかはねちゃん

P2…赤い羽根共同募金にご協力を
P3…ふれあいフェスタのご案内
P6…フードドライブのお礼と報告

社協FacebookＱRコード
フェイスブック

Facebookもぜひご覧ください！

戸別募金

法人募金

街頭募金

職域募金

学校募金

その他の募金

各家庭に寄付をお願いする募金

法人（企業）の社会貢献として、寄付をお願いする募金

募金協力者が駅やスーパーなどの街頭に立ち、
寄付を呼び掛ける募金

会社で働いている人などに寄付をお願いする募金

市内の小・中学校や高等学校の児童・生徒を対象に、
福祉教育の一環として行う募金

イベントでの募金やバッチ募金、ガチャガチャ募金等

10月1日から始まります！

100円1回

社協事務所２階に
ガチャガチャ募金を   

設置しました

ガチャガチャ募金の収益は
赤い羽根共同募金に寄付します

何が出るかはお楽しみに♪

随時更新しています♪

この機関誌は共同募金配分金により発行しています
☎市外局番の記載のないものは（079）です
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　今年みなさまからお寄せいただいた募金は、翌年度に県内の民間社会福祉施設や
社会福祉協議会などに配分され、地域の福祉活動に役立てられます。

戸別募金では、一世帯当たりみなさまに
200円を目安額としてご協力をお願い
いたします。（強制ではありません）

兵庫県共同募金会のホームページから
インターネット募金ができます!！

新しい募金のカタチです！新しい募金のカタチです！

　本年も10月1日より、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
昨年度は、みなさまのご協力により、7,564,067円の募金が集まりました。
　「赤い羽根共同募金」は、高砂市で役立てられる募金です。
　みなさまの温かいご支援、ご協力をお願いいたします。

～助け合い　広がる　つながる　赤い羽根～～助け合い 広がる つながる 赤い羽根～～助け合い 広がる つながる 赤い羽根～

令和4年度
募金目標額
令和4年度
募金目標額 ８００万円０００００００８０８０８８００００８００００８８８８８８８０８０００００８８００円万万万万万円

共同募金の主なつかいみち

▼高校生ボランティア活動
（スマホ相談会）の様子

災害準備金や兵庫県内の
福祉施設へ配分祉施設へ福祉祉祉施施設へへへ配配分

162万円

地域福祉事業
助成事業

ボランティア
活動事業

120万円

147万円

・市内の障がい者団体やボラン
ティア団体の運営費等の助成

・アルミ車いす購入経費

・母子生活支援施設入居者に対す
る助成

・エンディングサポート事業に対
する助成

・子ども食堂運営費等の助成

・朗読・要約筆記ボランティア養成講座や災害ボラン
ティアセンター及び高校生ボランティアの啓発事業
等、様々なボランティアの養成・研修を行い、市内
のボランティア活動を推進

本年も10月1日より 赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります

～助け合い　広がる　つながる　赤い羽根～～助け合い　広がる　つながる　赤い羽根～

赤い羽根共同募金が始まります！

高齢者福祉
活動事業

福祉啓発事業

104万円

117万円

・ひとり暮らし高齢者のために

福祉教育
推進事業

143万円
・市内の小・中学校及び高等学校へ
児童、生徒に対する福祉教育の
ために

・広報誌「たかさご社協だより」やホームページ、　
イベント等で市民のみなさまへ福祉の情報を発信

https://www.akaihane-hyogo.or.jp
兵庫県共同募金会 検索

※「寄付を受け付けています」ボタンを押して、市町村を選択し、必要事項をご記入ください。

高砂市共同募金委員会
（高砂市社会福祉協議会 事務局内）
高砂市共同募金委員会
（高砂市社会福祉協議会 事務局内）

【TEL】０７９－４４３－３７２０　【FAX】０７９－４４4－4865【TEL】０７９－４４３－３７２０　【FAX】０７９－４４4－4865
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）
兵庫県共同募金会ホームページ http://www.akaihane-hyogo.or.jp/
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）
兵庫県共同募金会ホームページ http://www.akaihane-hyogo.or.jp/
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子育て中の親子を対象に「おもしろシアター」や「絵本の読み聞かせ」等を実施します（１０時３０分～１１時３０分）。
事前の参加申し込みは必要ありません。
先着５０名まで素敵なお土産を用意！
なお当日は、「会員登録」もできます（１１時４０分～１２時４０分）。

体験してスタンプを3つ集めると素敵な記念品が、６つ集めると
さらに素敵な記念品も選べます！（記念品はなくなり次第終了。） 
【参加団体】
石田ファミリー会、石の宝殿研究会、おはなしのポケット高砂、高砂子育て生活応援ネットワークタント、高砂手話サー
クルのじぎく会、高砂六星会、高砂市レクリエーション協会、まちの寺子屋ベイ、ちどり文庫、布えほん なかよし、要約
筆記サークル高砂ちびダンボ、高砂市視覚障害者福祉協会

本事業は、多様な市民団体等の参画と協働のもと、地域福祉の推進と住民の
福祉意識向上を図ることを目的に高砂市・高砂市社会福祉協議会の共催で開催します。

１１月６日（日）開催!
登録ボランティア団体等による体験スタンプラリー（１０時～１４時）

ファミサポまつり（高砂市ファミリーサポートセンター）

いきいきふれあいバザー（１０時～１４時）

子ども食堂活動紹介

ふれあいフードドライブ（１０時～１４時）

ワークショップ・物品販売等（１０時～１４時）

ハンドメイドゲームあそべーや（１０時～１４時）
高砂市手をつなぐ育成会、社会福祉法人あかりの家、NPO法人タンポポ福祉会、ＮＰＯ法人 花と緑のまちづくり高砂、ステップハウス

ご家庭で眠っている余剰食品があればお持ちよりください。
賞味期限が1ヶ月以上残っているもの、常温保存可能なもの。
ボランティアグループれいんぼー

高砂市観光交流ビューロー（港町のシンボル常夜灯づくり他）
米田仲よし広場（コーヒー販売）

小学生の子どもたちが店主になりハンドメイド
ゲーム店を出店します。（１プレイ１０円）
NPO法人高砂キッズ・スペース ※詳しくは、キッズ・スペース

　HPでご確認ください

ハンドメイド雑貨・ワークショップ・キッチンカー（１０時～１４時）
ハンドメイド雑貨・ワークショップ

キッチンカー

アガヤ（子供服）、haru*iro（アクセサリー）、A BAKE SHOP（ベーグル・焼き菓子）、poteeto/kinooko（帽子・ターバン）、
nina bay annabel b（アクセサリー）、GAO（キッズ小物・ニット雑貨）、POW（ドライフラワー）、simichanman（ウッドバーニング・ヘアアレンジ）

café osotogohan（カレー・ドリンク）、Puala（クロッフル）、たい焼きもりた（たい焼き）

開催場所　高砂市文化会館・高砂市文化保健センター
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社協普通（住民）会員加入へのご協力
ありがとうございました

　社協普通（住民）会費は、地域福祉推進事業として、会
費納入額の４０%を地域に還元し、福祉委員活動を
中心としたふれあいまちづくり事業の財源となります。
　また、在宅福祉・小地域福祉活動器材の貸与事業等を
推進する財源として活用します。
　引き続き、社協の地域福祉活動にご理解ご協力いた
だきますようお願いいたします。

円の
ご協力をいただきました。
地域福祉活動を支える社協普通（住民）会費

の加入率、81.5% 5,385,200

～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、6月～7月に開催された活動の一部をご紹介します～

防災リーダーたかさごによる講話を聞き、地震
災害における平時の備えの大切さを学ぶ。

◆中筋校区
　春日野町福祉部会(7月2日）

マジカルエンターテインメント「チェリー」による
マジックショーや皿回し等で楽しいひと時を過ごす。

◆伊保町
　中島福祉部会(7月2日）

自治会館の改修工事が完成、高齢者宅に
案内を配布し福祉委員と一緒に見学をする。

◆荒井町
　蓮池福祉部会(7月10日）

モーニングを頂いた後、折り紙で朝顔の
花を折り、色紙に貼って壁掛けを作成する。

◆中筋校区
　春日野団地福祉部会(6月15日）

市民病院の出前講座「高齢者と足のトラブル」
の講話を聞いた後、輪投げゲームを楽しむ。

◆阿弥陀町
　中通福祉部会(7月8日）

公民館の前でお弁当を配布し、近況を
伺いながら交流を図る。

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会(7月23日）

が が

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。
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令和4年度 社協普通（住民）会員制度推進状況（報告）
連合自治会 世帯数 加入口数 会費納入額 加入率（%）

（令和4年9月1日現在）

高　砂

荒　井

伊　保

中　筋

曽　根

米　田

阿弥陀

北　浜

合　計

前年度

3,093

3,838

5,501

2,210

3,833

9,096

3,658

1,815

33,044

32,959

2,306

3,625

4,651

1,928

3,367

6,646

2,827

1,576

26,926

27,269

461,200

725,000

930,200

385,600

673,400

1,329,200

565,400

315,200

5,385,200

5,453,800

74.6

94.5

84.5

87.2

87.8

73.1

77.3

86.8

81.5

82.7



　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、必ずお問合せください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

わくわくフェスタ
●午前（10：00～）

●
●
●
●
　
●

集合日時：１０月２１日(金) ９：１５
集合場所：高砂駅南口 ※現地解散
定　　員 : ２０名　
参  加  費：100円
　　　　（交通費・入園料は別途必要です。）
申込締切：１０月１４日(金)
※１０/２１が雨天の場合、１０/２７に延期します。
詳しくはお問い合わせください。

●午後（13：30～）●13：00～1６：３0●9：00～1１：３0
１１日（火）・３１（月） ５日(水)・２０日（木）　

 ４日(火) いきいき体操 
 ５日(水) 絵手紙
12日(水) 折り紙㊌
13日(木) スーパードライブ㊍　
  （9：30～）
17日(月) うたA (10：00～）
 うたB (12：00～）
20日(木) 折り紙㊍　
25日(火) ゆうゆう体操
28日(金) 朗読の会

26日(水） スーパードライブ㊌

10月定例行事 わきあいあいサロン

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

第2回 入会説明会
説明会に参加されると依頼会員として登録できます。
会員登録しておくとファミサポを利用することができます。

〈日 時〉　１１月６日（日）
　　　　 ①10：３０～１１：３０ 交流会
　　　　 ②1１：４０～１２：４０ ミニ説明会
〈場 所〉 高砂市文化保健センター２階 多目的室２
〈内 容〉 ①おもしろシアター
　　　　 　絵本の読み聞かせ
　　　　 　親子のふれあい遊び　など
　　　　 ②ファミサポに登録（依頼会員）や相談も
　　　　 　できます。
　　　　 ※当日受付です。（②は予約もできます。）

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。

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。高砂市
内にお住まいの６０歳以上の方な
ら、どなたでも参加できます♪

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

　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？

子育て中のみなさん楽しい時間を過ごしませんか？
ご家族お揃いでご参加ください♪〈日 時〉 １０月２２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7
〈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)

〈定 員〉 15名　〈締 切〉 10月20日(木)
〈託 児〉 5名(対象：6ヵ月以上の子ども 要予約）
　※登録を急がれる方は個別説明を行っています。
　　センターにお問い合わせください。

囲碁・将棋

中筋公民館

小雨決行

須磨離宮公園に電車で行きます

中筋公民館 ２階 集会室
１０月３日（月） １３：３０～１５：００
米田公民館 １階 集会室

１０月１８日（火） １３：３０～１５：００

たかさご市社協
ふれあいフェスタ2022

ファミサポまつり（第3回交流会）

たかさご市社協たかさご市社協
ふれあいフェスタ2022ふれあいフェスタ2022

ファミサポまつりファミサポまつり（第3回交流会）（第3回交流会）
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　｢賞味期限までに食べきれそうにな
い｣「たくさんもらって困っている」
など家庭で余った食品を集め、食料支
援を必要とする人や福祉団体・施設、
子ども食堂等へ寄付をする活動のこと
です。

　交通事故のよる脳損傷は、認知機能低下と認知症のリスクを高め

る可能性があります。運転するときはシートベルトを着用し、バイ

クや自転車に乗るときはヘルメットを着用し、事故によるけがを最

小限にとどめるための措置をしましょう。

　また、交通事故のみに関わらず、身体機能の低下からくる転倒や

骨折のリスクを高めないために普段からストレッチするよう心がけ

てください。そしてスムーズな日常生活の動作を維持していってく

ださい。

　10項目の認知症を予防するための方法をご紹介してきましたが、いかがだったで

しょうか？出来ることから取り入れて、続けていってくださいね。

シリーズ

交通事故に注意

　

●認知症を予防するための10の方法（10）

フードドラ
イブ

って？

　9月7日(水)から9日(金)までの間､「第4回フードドライブ」を市内3か所(コープ

高砂、中央公民館兼伊保公民館、ユーアイ福祉交流センター)で実施し、この期間中

に５３２㎏の食料をご寄付いただきました。いただいた食料は、9月15日(木)にユー

アイ福祉交流センターで実施した提供会において、福祉団体や子ども食堂、食料支援

を必要とする人に提供しました。食品ロスの削減と食料支援にご支援ご協力をいただ

き、ありがとうございました。

お礼と
報告 みなさまの温かいご支援ありがとうございました

第4回 フードドライブを実施しました

▲受付の様子▲ご提供いただいた食料



歳末たすけあい募金を活用し、助成を行います
～高砂市共同募金委員会 地域福祉交流事業助成公募案内～～高砂市共同募金委員会 地域福祉交流事業助成公募案内～～高砂市共同募金委員会 地域福祉交流事業助成公募案内～～高砂市共同募金委員会 地域福祉交流事業助成公募案内～
１２月から実施する｢歳末たすけあい運動｣にお寄せいただいた募金により､年末年始に市内で
地域福祉交流事業等を行う団体等に対し､下記の要領で助成を行います。

年末年始に地域で行う地域福祉交流イベント等で次に掲げる事業
①世代間交流事業
④子育て支援交流事業

②障がい者交流事業
⑤グループ交流事業

③高齢者交流事業
⑥その他委員会が認めた事業

概ね市内で組織する団体
①自治会 ②婦人会

①高砂市共同募金委員会歳末たすけあい募金　地域福祉交流事業助成交付申請書（様式第1号）

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）
【TEL】079-443-3720　【FAX】079-444-4865
兵庫県共同募金会ホームページ　http://www.akaihane-hyogo.or.jp/

②団体概要書及び事業計画書（様式第２号）

⑤子ども会
⑦ボランティア団体 ⑧その他委員会が認めた団体

③老人クラブ
⑥町福祉推進委員会及び小地域福祉部会

④民生委員児童委員協議会

1

2

12月1日から翌年1月31日3

実施事業費の1/2で5万円を限度とする4

下記の書類を高砂市共同募金委員会事務局まで提出5

11月４日（金）6

※様式は高砂市共同募金委員会事務局(高砂市社協内)または、
　高砂市社協のホームページよりダウンロードできます。

高砂市社協案内 助成金の案内
ダウンロードできます。

助成対象事業

助成対象団体

事業実施期間

助 成 金 額

応 募 方 法

応 募 締 切 日

高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会内）

応募先・問合わせ先

サービス付高齢者向け住宅 ひなたぼっこ㈱、播州産業㈱、
大橋石油㈱、㈱優和
************************************************
新木 田栄子、名嘉 初枝、鷹巣 絹子、柴山 江里子、匿名

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
R4.8.1～8.31　※敬称略

～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～

ー金銭の部ー ー金銭の部ー 

ー物品の部ーーー物品の部物品の部ーー
匿名…石鹸8箱
匿名…尿取りパッド8袋、紙オムツ6枚 
匿名…尿取りパッド1袋

地区名 氏　　名 金額（円) 備　　考

高砂

荒井
伊保
曽根

お客様の善意

第39回青春チャリティ
コンサートにおける
収益金
お客様からの寄贈品
の売上げ
車いすの御礼として
女子大生の貧困のために

2,000
4,711
1,955

124,103

2,610

10,000
30

5,000

玉野　俊行
短足おじさん
如音　素未主
県立高砂高等学校
生徒会・ジャズ　
バンド部・PTA

自由空間

窪田進吾
三菱　弥太郎
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。
　(古着などの回収はしておりません)

―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)― ―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)― ―物品の部(外国コイン・古切手･使用済カード等)―

◀県立高砂高等学校　

必要な方へつなげます
善意銀行に預託いただいた物品を、必要な方へ払出いたします
（大人用紙オムツ、パジャマ類、肌着、下着、タオル類など）。
詳しくはお問い合わせ下さい。
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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 079-443-3720(代表)　FAX 079-445-4865　ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/

わくわくフェスタ  苔玉づくり
講師指導のもと、本格的な苔玉づくりに挑戦

日　時：11月11日（金）13：30～
場　所：市ノ池公園　　参加費：2,000円（材料費）
定　員：15名　　　　 締　切：11月2日（水）
※生きがいデイには、年齢等の利用条件がございます。
　P５をご確認の上、問い合わせをお願いします。

※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。

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
高砂市社会福祉協議会 ☎444-3020

申込み・問合せ先
生きがい対応型デイサービスセンター ☎444-3030

日　時：10月3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～

日　時：10月17日（月）13：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター 1階
　　　　研修室
内　容：ワイワイがやがや「お話し会」

～お気軽にご参加ください～

若年性認知症とともに歩む

「子いるかの会」

日　　時：10月16日（日）１１：30～１４：30
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：お弁当を買って市ノ池公園に行こう♪
参 加 費：実費（昼食代）
申込締切：10月13日（木）

～みんなで楽しむサロンです～

申込み・問合せ先
高砂市健康増進課 ☎443-3936

申込み・問合せ先
高砂市共同募金委員会 ☎443-3720

高砂市支え合う介護者の会

「すずらんの会」
日　時：10月27日（木）12：00～15：00
内　容：お弁当を食べてぶらりさんぽ
参加費：500円
※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～

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

若年性認知症とは、65歳未満で発症する認知症です

～公益財団法人 高砂市施設利用振興財団　協賛～

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：10月25日（火）・11月22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。

～「もの忘れ」気になりませんか?～

あたまの健康チェック

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

調査に関する問合せ先
高砂市社会福祉協議会　高砂市地域包括支援センター
☎４４３-３７２３（直通） FAX４４３-0505

高砂市福祉部人権福祉室地域福祉課
☎４４３-9026（直通） FAX４４4-2304

要援護者実態調査実施中

9月、10月、１１月にかけて要援護者実態調査を実施して
います。調査員(民生委員等)が自宅へ訪問し聞き取りを
行いますので、ご協力をお願いします。

共同募金協力企業・団体を募集しています

社会貢献活動の一環として、職場で募金活動をしてくだ
さる企業・団体を募集しています。従業
員を対象とした募金やイベントで募金
を呼びかけるなど、方法は自由です。
ご協力いただける企業・団体には、赤い
羽根、募金箱等の資材をお届けします。
皆さまのご協力をぜひお願いします。
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