
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～ 令和4年
(2022年)しゃ きょう

月号月号11
Vol.363

主な内容　Ｐ2…高校生ボランティア活動レポート　Ｐ5…認知症講座　Ｐ6…歳末たすけあい募金助成案内

※新型コロナウイルス感染状況等により内容及び出店者を変更、イベントを中止する場合があります。

ふれあいフェスタ2022
11月6日（日）開催
10：00～14：00
高砂市文化会館
高砂市文化保健センター

たかさご市社協

ハンドメイドゲーム

あそべ～や

その他催し多数

1プレイ
１０円
1プレイ
１０円

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。

子ども服、アクセサリー、
たいやき、カレー、ドリンクなど

※詳しくはキッズ・スペースHPでご覧いただけます。

NPO法人 高砂キッズスペース

ハンド
メイド雑貨

ワークショ
ップ・キッチンカー

ボラ
ンティ

ア体験

スタ
ンプラリー

ファミサポまつり

スタンプを集めると素敵な記念品が
あります

・ワークショップ・物品販売など
・いきいきふれあいバザー
・ふれあいフードドライブ
ご家庭に眠っている余剰食品があれば
お持ち寄りください。
（一ヵ月以上賞味期限が残って
いて、常温保存可能なもの）

入場無料

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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店

加盟店の
皆様に感謝
加盟店の
皆様に感謝

▲このステッカーが
加盟店の目印です

加盟店

488
店舗

高砂市老人クラブ連合会では、入会いただいた方皆様に、市内の加盟店にて提示
し様々な特典を受けることができる「シルバーカード」を配布しております。
（※加盟店によって特典内容は異なります。）

まだ入会いただけていない方は、ぜひ高砂市老人クラブ連合会に入会いただき、
お近くの「シルバーカード加盟店」で楽しいお買い物をしてみませんか。
※お住いの地域に老人クラブがない場合もございます。

詳しくは、高砂市老人クラブ事務局までお問合せください。

☆シルバーカード加盟店も同時に募集しております。
　お気軽にお問い合わせください。 ☎079 444 3020

高砂市老人クラブ連合会

の は の ！

高砂市老人クラブ連合
会に

入会したら必ずもらえ
る！

シルバーカードシルバーカード

高齢者 地域

高校生ボランティアTKV活動レポート
夏休み期間を利用して、高校生が様々なボランティア活動を行いました。

●初対面の人にわかりやすく、安心させられるような説明をするのに苦労した。
●相談内容を調べている間の世間話も楽しかった。
●人を呼び込むのに勇気がいったけど、来てくれた方にうまく説明できると
　達成感があった。

スマホの困りごと相談会  コープ高砂

子ども食堂の活動  曽根公民館、市ノ池公園

サウンドテーブルテニス（視覚障がい者卓球）のサポート  ユーアイ福祉交流センター

参加者の感想

●スポーツが好きなので、障害があっても楽しめるスポーツについてもっと学んで
　みたいと思った。
●視覚障がい者の方は、どういう状況でどちらに点が入ったかなどの説明が必要で、
　少しの生活音でもボールの音が聞こえにくいとわかった。
●これから街中で白杖を持っている方を見かけたら、少し勇気を出して周りの状況
　を伝えてみようと思った。

参加者の感想

●大人数で一緒に調理したり、子どもたちとも交流できて楽しかった。
　ふれあい方も学べた。
●昼食作りに不安があったが自分の書いた（オムライスの）ケチャップの
　絵に喜んでくれてよかった。
●子どもたちと遊んだ後に一緒に食べるかき氷やご飯がおいしかった。

参加者の感想
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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。
　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？
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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）

※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、必ずお問い合わせください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

わくわくフェスタ
●午前（10：00～）

●
●
●
●
●
●

日　時 : 11月11日（金）13：30～
集合場所：市ノ池公園みどりの相談所前
定　員 : 15名　※現地集合
参加費：2,000円（材料費）
申込先：444‒3030
申込締切：11月2日(水)
※申込多数の場合、抽選となります。
　抽選結果を11月4日（金）にお問い合せください。

●午後（13：30～）

(公財)高砂市施設利用振興財団 協賛

●申し込み・問い合せは、下記の
　電話番号までお気軽にどうぞ！

曽根公民館　2階　講堂
11月 8 日(火)  13：30～15：00

阿弥陀公民館　2階　講堂
11月15日(火)  13：30～15：00

北浜公民館　2階　集会室
11月30日(水)  13：30～15：00

囲碁・将棋 ●13：00～16：30
2日（水）・14日（月）・17日（木）・29日（火）

  1日(火) いきいき体操　
  2日(水) 絵手紙 
  9日(水) 折り紙㊌　
10日(木) スーパードライブ㊍　
  （9：30～）
17日(木) 折り紙㊍　
21日(月) うたB （10：00～）
 うたA (12：00～）
22日(火) ゆうゆう体操
25日(金) 朗読の会

16日(水） スーパードライブ㊌

11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

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。

苔玉づくり
●介護予防体操やレクリエーショ
ンを通して、参加者同士の交流
を図る気軽な集まりです。

●高砂市内在住の60才以上の方
なら、どなたでも参加できます。

〈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｡)

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♪

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
ふれあいフェスタ2022

ファミサポまつり（第3回交流会） 第2回 提供・両方会員情報交換会
安心して楽しく活動していただくために、サポー
トする会員同士の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。
〈日 時〉　12月5日(月)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
　　　　｢親と子に寄り添うサポートとは？｣
　　　　アドバイザー：ウィズ・マム
　　　　　　　　　　　代表 北野ひとみ 氏
　　　　わいわい・ガヤガヤ楽しくお話しましょう。
〈託 児〉 5名(対象：1歳6ヵ月以上の子ども 要予約)
〈定 員〉 15名
〈締 切〉 12月1日(木)



｢令和(れいわ)｣
？？新しい手話・古い手話？？？？新しい手話・古い手話？？この手話知ってる？

花のつぼみがゆるやかに開き、やがて花びらが
環(わ)となった指先からふくよかな薫りをはな
ち、和みゆくさま。(日本手話研究所HPより)

※指先を上に向けて５本の指をすぼめた片手を、胸の
脇に出し、前に動かしながら指先を緩やかに開く。

「令和」は万葉集が由来となっていますが、手
話もその意味を含んだ表現になっています。美
しい手話であるとともに、表現しやすく、覚え
やすい、とても素敵な手話です。
このように、手話は時代の変化にあわせて新し
く作られたり、表現が変わったりしています。
例えば「テレビ」の手話。昔はチャンネルを回
す表現でしたが、今はスマートに「画面」の形
を表現します。「宿題」はガリ版を刷る表現から、
「家＋書く」の表現に変わりました。
ところで日本語では「ふで箱」という言葉が残
っていますね。手話の「学生」は、今でもお腹
の前で袴の帯を結ぶ様を表します。ふで箱に筆
は入っていませんし、帯を結んで学校に行く学
生も見ませんね。新しい手話や変わらない手話、
一つずつみてみると、とても興味深いです。

～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、6月～8月に開催された活動の一部をご紹介します～

三世代が集まり健康についての講話
を聞いた後、ケーキを頂き談笑。

◆高砂町
　第6福祉部会(7月21日)

松陽三線隊の演奏会や折り紙、抽選大会な
ど盛りだくさんのプログラムで交流を図る。

◆高砂町
　第5福祉部会(6月18日)

久しぶりにサロンを開催、体操の後、綾小路きみ
まろのDVDで大笑いし楽しいひと時を過ごす。

◆高砂町
　第2福祉部会(6月19日)

高齢者宅等を対象に見守り訪問を実施、マスク
やウェットシートを配布して近況をお聞きする。

◆米田町
　米田福祉部会(7月11日～31日)

松陽学園大正琴クラブを招いて演奏会を実施、参
加者の年代に合わせた選曲に懐かしく口ずさむ。

◆米田町
　中島三丁目福祉部会(8月28日)

いなみ野学園南京玉すだれ同好会による演技や、脳
トレクイズ、お楽しみくじ引き等で楽しく交流を深める。

◆阿弥陀町
　阿弥陀東福祉部会(7月9日)

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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　認知症によって身近な人に「ものを盗られた～」と言われた、
「すぐ怒るようになった」「家に帰れなくなったことが
ある」などの症状に対して「どうしたらいいの？」と悩んだ
ことはありませんか。

　今回の講座ではそのような時の参考になる内容となっております。
悩んだことがある人もない人も、ぜひご参加ください。

◎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。

高砂市地域包括支援センター
(高砂市認知症相談センター）
TEL：(079)443－3723
FAX：(079)443－0505

申込み・
問合せ先
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令和4年度　認知症講座令和4年度　認知症講座令和4年度　認知症講座令和4年度　認知症講座

日　時　　11月30日(水)　13：30～15：0０
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1～3

住　所　　高砂市高砂町松波町440－35

内　容　　『認知症の症状とその対応方法について』
講　師　　関西総合リハビリテーション専門学校　作業療法学科
　　　　　学科長　作業療法士　北岡　裕也　先生

定　員　　60名（定員になり次第締め切ります）

参加費　　無料　※要申込み

共　催　　東播磨圏域リハビリテーション支援センター



歳末たすけあい募金を活用し、助成を行います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事務局（高砂市社会福祉協議会内）

助成対象事業

～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～

助成対象団体

応 募 方 法

※申請にあたり、新型コロナウイルスの影響により事業規模（人員等）を縮小したり、内容を一部変更して実施したい等、何か疑問な点がございましたら
　事務局までご相談ください。

選 考 方 法6 書類審査及びヒアリング（一部） 応募締切日7 11月  4日（金）

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　

応募先・問い合わせ先

助 成 金 額4 実施事業費の1/2で5万円を限度とする

事業実施期間3 12月1日から翌年1月31日まで

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

2 概ね市内で組織する団体

5 下記の書類を高砂市共同募金委員会事務局まで提出

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）
②団体概要書及び事業計画書（様式第2号）
※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

高砂市社協案内 助成金の案内 でダウンロードできます。

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。

高砂市共同募金委員会では義援金の受付を行っています高砂市共同募金委員会では義援金の受付を行っています

※概ね20人以上で実施すること。歳末たすけあい募金からの助成事業であることを広報すること。歳末たすけあい募金活動に協力すること。

①自治会　　②婦人会　　③老人クラブ　　④民生委員児童委員協議会　　⑤子ども会
⑥町福祉推進委員会及び小地域福祉部会　　⑦ボランティア団体　　⑧その他委員会が認めた団体　

①世代間交流事業　　　 ②障がい者交流事業　　 ③高齢者交流事業
④子育て支援交流事業　 ⑤グループ交流事業　　 ⑥その他委員会が認めた事業

　7月15日及び8月3日からの大雨により、宮城県、山形県、福井県、青森県など、全国各地
で洪水災害などによる人的及び家屋への甚大な被害が発生し、被害に遭われた方々を支援
するために、義援金の受付を開始しました。お寄せいただきました義援金は全国各地で被災
された方々の支援に充てられます。
　一人一人の力は小さくても、多くの方々にご協力いただければ、とても大きな力になると
思います。皆さまのあたたかいご支援をよろしくお願いします。
　また、上記災害以外で現在受付中の義援金については、下記までお問い合わせください。
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善意銀行預託状況善意銀行預託状況
R4.9.1～9.30　※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 

ー物品の部ーー物品の部ー

遺品整理のプラバーズ…冷蔵庫1台、電子レンジ1台、掃除機1台
社団法人 日本詩吟学院 兵庫東播岳風会 婦人部…タオル75枚
匿名…紙オムツ1袋、タオル15枚、婦人用肌着2枚、靴下5足
匿名…尿取りパッド1袋
匿名…マスク6枚、紳士用肌着12枚、紳士用ポロシャツ4枚、紳士用
　　　下着2枚、婦人用シャツ1枚、婦人用下着2枚、マタニティ
　　　パジャマ1着
匿名…タオル34箱

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

サービス付高齢者向け住宅 ひなたぼっこ㈱、㈱井沢鉄工所、
明治安田生命 高砂営業所、㈱環境ソルテック、㈱優和、
高砂市役所 福祉部生活福祉課 
********************************************************
匿名

地区名 氏　　名 金額（円) 備　　考

高砂 お客様の善意 

お客様からの寄贈品の売上げ

2,000
4,711
1,955
2,385

玉野　俊行
短足おじさん
如音　素未主
自由空間たかさご

※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）

　善意銀行では、皆さまからの預託を活用させていただき、
『災害時等障がい者支援用バンダナ』を作成しました。
　バンダナの四隅には『目が不自由です』『耳が不自由です』『支援が必要です』

『支援ができます』のメッセージを記載しています。
　また『支援ができます』の下には文字を書き込めるようにしています。
　『手話ができます』や『看護師です』など資格などを書き込んでアピー
ルしていただくことができます。
　配布についてのお問い合わせは下記までお願いいたします。

問合せ先
高砂市社会福祉協議会

（高砂市善意銀行事務局）
TEL:079-443-3720

災害時等障がい者支援用バンダナを
高砂市内在住の方に

無料配布しています！

皆さまから預託いただいた物品を9月15日に行われ
た第4回フードドライブ提供会で市内の福祉施設等へ
払出させていただきました！！
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※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。

耳より
ホットライン
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地域包括支援センター職員募集

詳しくはこちら

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎444-3020

問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎443-3720

問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎443-3720

～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：11月14日（月）13:30～15:30
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：専門職との懇談を通して介護の相談に応じます。
　　　　※事前にお申し込みください。

高砂市支え合う
介護者の会 「すずらんの会」

～「もの忘れ」気になりませんか?～

～人は花を育て、花は人を育てる～

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：11月22日（火）・12月20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。

あたまの健康チェック

Facebookも見てね♪

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
ＴＥＬ ４４３-３７２３（直通）  ＦＡＸ ４４３－０５０５

高砂市福祉部人権福祉室地域福祉課
ＴＥＬ ４４３－９０２６（直通）  ＦＡＸ ４４４－２３０４

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。

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(認知症相談センター) ☎４４３-３７２３

日　時 ： 11月19日（土）10：00～1時間程度 ※小雨決行
場　所 ： あらい浜風公園内オ－ナ－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として、
　　　　花壇に植栽をおこないます。
対　象 ： 花と緑の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。

問合せ先
☎080-3808-5759（小野まで）

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

たくさんの『いいね！』を
お待ちしております

～随時更新中！！～

社協

ＱＲコード

資格
介護支援専門員、
社会福祉士または保健師

ご興味がある方は お気軽にお電話ください。


