
この機関誌は共同募金配分金により発行しています。

主な内容主な内容

編集･発行

223号

平成23年３月１日発行　社会福祉法人 高砂市社会福祉協議会

 

 　
高砂市高砂町朝日町1-2-1福祉保健センター内
電話　079-443-3720　FAX　079-443-0505
ホームページ　http://www.takasago-syakyo.or.jp/

▲地域福祉リーダー養成講座（７月～11月）
〔新任の福祉委員を対象に６回開催〕

１．選出方法：自治会長が自治会内の住民より、概ね
50世帯に１人の割合で選出・推薦し、
社協理事長が委嘱。

２．任　　期：３年（再任も可）
３．活動内容：①身近な福祉の相談役として
　　　　　　　②地域で援護が必要な方の見守り役と

して
　　　　　　　③援護が必要な方と専門機関の橋渡し

役として
　　　　　　　④福祉のまちづくりの世話役として
４．活動範囲：町内（小地域福祉部会が受け持ってい

る範囲）

▲小地域福祉活動リーダー交流会（１月29日）
　〔神戸学院大学　藤井博志准教授による講義〕

▲レクリエーション講習会（９月16日）
　〔４種類のレクリエーションを体験〕

高砂市の福祉委員制度高砂市の福祉委員制度

P2･3

P4･5

P6

P7

平成22年度 賛助･団体会員制度
ご加入ありがとうございました

福祉教育の取り組み
～学校で展開されている福祉学習～

歳末たすけあい運動のお礼

高砂市地域包括支援セン
ターだより
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賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度
㈲松本銃砲火薬店▷アミダ設計事務所▷㈱大西エンジニアリング▷不動産伊藤商事▷はぎはら内科医院▷㈱大日製
作所▷㈲初田食鶏▷佐野栄作歯科医院▷㈱東洋金属熱錬工業所▷昭和産業㈱▷医療法人社団祥正会森脇神経内科▷
高砂魚橋郵便局▷㈱タカサゴ▷イトウ薬局▷初田工業㈲

阿弥陀（15社）

但陽信用金庫大塩支店▷伊藤クリーニング
北　浜（２社）

関西医療㈱▷㈱コスモライフ▷㈱フジヤ號▷㈱マルアイカイム▷ニシカワ食品㈱▷司法書士石原清博
市　外（６社）

高砂市連合自治会▷高砂市連合婦人会▷高砂市民生・児童委員協議会▷高砂市老人クラブ連合会▷高砂市保護司会
▷高砂市体育協会▷高砂市体育指導委員会▷高砂商工会議所▷高砂ライオンズクラブ▷高砂ロータリークラブ▷高
砂青松ロータリークラブ▷高砂青年会議所▷高砂市医師会▷高砂市身障者協会▷高砂市手をつなぐ育成会▷㈳日本
自閉症協会兵庫県支部高砂ブロック▷高砂市肢体不自由児者親の会▷高砂ボランティア連絡会▷高砂ボーイスカウ
ト連絡会▷高砂市はり・灸マッサージ師会▷高砂ろうあ協会▷高砂市視覚障害者福祉協会▷高砂難聴者協会▷高砂
市心身障害者連絡協議会▷白陵高等学校▷白兎愛育園▷真浄寺きくなみ保育園▷みどり丘保育園▷真浄寺保育園▷
西秀寺保育園▷中筋保育園▷子供の園保育園▷美保里保育園▷聖パウロ生石保育園▷正蓮寺保育園▷正蓮寺ナータ
学園▷母子生活支援施設「そねホーム」▷知的障害者更生施設「あすなろ学園」▷知的障害者更生施設「あかりの
家」▷養護老人ホーム「高砂荘」▷特別養護老人ホーム「めぐみ苑」▷特別養護老人ホーム「常寿園」▷特別養護
老人ホーム「のじぎくの里」▷老人保健施設「ハーモニー園」▷老人保健施設「播磨高砂苑」▷老人保健施設「高
砂白寿苑」▷ハイムゾンネ宝寿苑▷デイサービスセンター「そわか」▷デイサービスセンター「鹿島の郷」▷はご
ろもデイサービスセンター▷デイサービスつくし野▷デイケアセンター「東高砂デイサービスセンター」▷グルー
プホーム「グループホーム長生」▷希望訪問看護ステーション▷四つ葉合同会社ほのぼの訪問看護ステーション▷
ほほえみ訪問看護ステーション▷東高砂居宅介護支援事業所▷㈱明愛・明愛訪問看護ステーション▷障害者支援施
設自立支援センター「むさしの里」▷小規模通所授産施設「ステップハウス」社会福祉法人「竜山会」▷小規模通
所授産施設「ひまわり宝殿」トリトン▷東播磨地区人工呼吸器をつけた子の親の会▷認知症の人をかかえる家族の
会「いるかの会」▷ほっとぴゅあ▷ビーンズクラブ▷ガールスカウト日本連盟兵庫県支部第71団

各種団体（66団体）

生き活きサポート加古川▷てのひら▷花と緑のまちづくり高砂▷高砂▷のじぎく高砂▷高砂ワークハウスつばさ▷
高砂海文化21Ｃ

特定非営利活動法人（NPO）（７団体）

三菱重工労組高製支部ボランティア委員会▷布えほんなかよし▷高砂市レクリエーション協会▷デコボコサロン▷
尺八浩山会▷あけぼの▷なでしこ▷コープ高砂ふれあい食事の会▷石田ファミリー会▷はぎグループ▷ＶＧハーモ
ニー▷むつみ会▷高砂手話サークルのじぎく会▷高砂子育て生活応援ネットワークタント▷淡交会▷高砂六星会▷
高砂ちびダンボ▷倫理サンパワー▷高砂マジッククラブ▷防災リーダーたかさご▷ちどり文庫

登録ボランティア団体（21団体）

賛助・団体会員（会費）推進状況

団体会員（各種団体等） （順不同・敬称略）

種　　別

団体会員
賛助会員
高　砂
荒　井
伊　保
中　筋
曽　根
米　田
阿弥陀
北　浜
市　外

内　
　

訳

計

会員数
（社・団体）

会費額
（円)【A】

381,000
784,000
172,000
162,000
119,000
22,000
109,000
130,000
42,000
6,000
22,000

1,165,000

会員数
（社・団体）

平成22年度 平成21年度
会費額

（円)【B】
94
198
35
38
28
8
26
40
15
2
6

292

89
176
33
34
26
8
19
36
12
3
5

265

374,000
703,000
170,000
138,000
114,000
22,000
78,000
116,000
36,000
7,000
22,000

1,077,000

前年度比較
【A－B】

（平成23年２月16日現在)

7,000
81,000
2,000
24,000
5,000

0
31,000
14,000
6,000
▲1,000

0
88,000
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平成22年度

賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度賛助・団体会員制度
～ご加入ありがとうございました～

　みなさまからいただいた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「地域支え合い協力金」として地域福祉の推進等に充当させていただきます。

三木医院▷㈱黒田金物▷㈱小林商店▷播州産業㈱▷横山外科胃腸科医院▷ナガエ運動具店▷㈱カネカ▷㈱柴田最正
堂▷三晃商事㈱▷高砂通運㈱▷菱高運輸㈱▷高砂機工㈱▷播磨機工㈱▷㈱伊藤繁蔵商店▷高砂横町郵便局▷㈲高砂
運送▷かき幸▷庄司㈱▷播磨環境管理センター㈱▷㈱まめや本店▷中島美術工芸▷小西歯科医院▷三菱製紙㈱高砂
工場▷小森電機産業㈱▷神戸ダイヤサービス㈱▷高砂栄町郵便局▷砂川次善税理士事務所▷㈱三井住友銀行高砂支
店▷姫路信用金庫高砂支店▷大永観光㈱▷眼科多木医院▷加茂工業㈱▷前田拓也司法書士事務所▷高田電機商会▷
マツバ商事㈱

高　砂（35社）

㈱村林商会▷㈱西村組▷織田医院▷東播電設工業㈱▷㈱籠谷▷㈱協和電気商会▷西兵庫信用金庫高砂支店▷大橋石
油㈱▷㈲成山商店▷㈱加納工務店▷高砂荒井郵便局▷荒井タクシー㈲▷㈲オオタニ▷㈲高木商事▷㈱池本▷山名眼
科▷大西　博己▷㈱西山商店▷高砂北部開発㈱▷㈱貝塚工務店▷秋山内科医院▷ＣＯＦＦＥＥ　ＬＯＵＮＧＥ　Ｆ
ＬＥＵＲ▷㈱東洋総合建設▷㈱創備ギフトシルクロード▷藤岡興業㈱▷ミナミ▷キッコーマン食品㈱高砂工場▷㈱
タクマ播磨工場▷三菱重工業㈱原動機事業本部高砂製作所▷㈱神戸製鋼所高砂製作所▷サントリープロダクツ㈱高
砂工場▷川西ファインサービス㈱東播事業部▷近畿菱重興産㈱高砂支社▷大成エンジニアリング㈱▷中野プランツ
㈱▷㈱リョーサン▷高安商店▷㈱トクラ

荒　井（38社）

兵庫南農業協同組合伊保支店▷庄司歯科医院▷モリミツ歯科クリニック▷医療法人社団泉外科医院▷松本医院▷さ
かい眼科▷石原石材▷㈱シカタ▷㈱三久工営▷㈱一平▷㈱田中久之商店▷㈲伊保駅前ビジネスホテル▷医療法人社
団大森産婦人科医院▷高砂伊保崎郵便局▷㈱ノザワ高砂工場▷㈱萬山土建工業所▷㈱タミズ▷伊保タクシー㈲▷濱
中工業㈱▷日本精化㈱高砂工場▷㈱曽根鋳造所▷中谷商事㈱▷内藤金属㈱▷塩谷運輸建設㈱▷新日本油化㈱▷旭硝
子㈱高砂工場▷電源開発㈱高砂火力発電所▷平津産業㈱

伊　保（28社）

高砂中筋郵便局▷㈱不動産センター・タイヨー▷坂谷歯科医院▷高砂西部病院▷岡田工業㈱▷鹿島興産㈱播磨自動
車教習所▷村上歯科医院▷㈱銀ビルストアー曽根店

中　筋（８社）

㈱三和テクノ▷医療法人社団大森整形外科医院▷是枝医院▷但陽信用金庫高砂西支店▷ギフトショップ松徳▷福本
重機械工業㈱▷みずほ産業㈱▷㈱三枝設備工業所▷曽根郵便局▷橋本建設㈱▷㈱ソネック▷㈱則政組▷㈱北野組▷
㈲名島屋▷㈲大黒鋳造所▷大谷建設㈱▷サンライズ工業㈱▷高砂化学工業㈱▷㈱高砂産業▷東洋紡績㈱高砂工場▷
昭産商事㈱兵庫工場▷ＳＨＯＰ松陽▷西本歯科医院▷野々村デンソー㈲▷コープこうべ高砂店▷曽根天満宮

曽　根（26社）

いわた歯科医院▷かねむら歯科医院▷医療法人社団仁成会金村医院▷寺西内科医院▷かたしま・きたうら産婦人科
医院▷千都興産㈱▷姫路信用金庫宝殿支店▷播州信用金庫宝殿支店▷医療法人社団小野耳鼻咽喉科医院▷㈱岸本印
刷所▷フジマサ機工㈱▷㈱近貨播磨営業所▷山喜産業㈱加古川営業所▷イモト歯科医院▷籔水道設備▷和膳松たに
▷叶産業㈱▷穴田晒工場▷黒瀬商店▷㈱今田商会高砂営業所▷㈱高砂トヨタ自動車サービス▷㈲ミスター・ハマ▷
東高砂胃腸・外科▷和み処「山わき」▷ふじわら医院▷奥谷工業㈱▷協働工業㈱▷高砂塩市郵便局▷ヤング開発㈱
▷日本機設工業㈱▷宝殿石材事業協同組合▷土井建設㈱▷医療法人社団啓節会阪本医院▷平本医院▷丸山印刷㈱▷
兵庫県靴下工業組合▷川井整形外科▷㈲三豊建設▷蕃画廊▷サン工業用品㈱

米　田（40社）

賛助会員（企業) （順不同・敬称略）
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ともに生きる～命について考える～ 高砂中学校

　高砂市社会福祉協議会では、昭和60年より学校教育と連携して福祉教育の推進に取り組んでき
ました。
　現在、市内公立小・中学校では、道徳の時間や総合学習の時間において「福祉学習」に積極的に
取り組み、児童・生徒が福祉に触れる機会が増えています。
　今年度は、「曽根小学校、高砂小学校、高砂中学校、宝殿中学校」
の４校を福祉教育推進指定校とし、その取り組みを支援しています。
今回は、各校から寄せられた取り組みをご紹介します。

　本校では、福祉教育に関わる様々な取り組みを毎年行
っています。本年度は、高砂市の福祉教育推進校指定を
受け、取り組みに対しての助成をいただいたので、例年
よりも多くの取り組みを実施することができました。５
月にマナ助産院院長である永原郁子先生より「あなたの
命が輝くために」という演題でお話いただき、７月には
ハーベスト医療福祉専門学校より講師を招き、介護の現
状についての話とキャップハンデ体験も行いました。12
月にはＮＨＫ教育「きらっといきる」でパーソナリティ
ーを務められている玉木幸則氏を招き講演いただき、障害を苦にせず毎日を一生懸命生きる
姿に生徒一同感動を覚えました。

　普段は校内での教師主導による学習ですが、推進校指定を受けた
ことにより、現場で働く方々の話を直接聞くことができたり、専門
家の指導により様々な体験ができました。
　高砂中学は、全学年２クラスで全校生徒数が222名の小さな学校
ですので、全校生対象に上記以外にも様々な取り組みができたこと
は、生徒たちにとって大きな財産です。

思いやりのある豊かな心の育成をめざして 宝殿中学校
　本校では福祉教育の一環として、昨年夏に「老人ホーム
訪問」や「街頭募金活動」を行いました。生徒会役員、有
志生徒、部活動部員など約30名の生徒が参加しました。
　特別養護老人ホーム「常寿園」では、清掃活動や、生徒
たちの手作りのゲームや歌による交流会、合唱部のミニコ
ンサートなどを行いました。はじめは緊張ぎみだった生徒
たちも、高齢者の方たちが温かい笑顔でゲームに参加して
くださったり、歌に合わせて手拍子をしてくださったりす
る様子に、すっかりうちとけて楽しく有意義な時間を過ごすことができました。

　生徒の感想では「おじいちゃんやおばあちゃんの笑顔を見ると
不安も吹き飛び安心しました。見ている私たちが思わず微笑んで
しまうくらいのたくさんの笑顔をいただいて、とてもうれしかっ
たです。」「人に感謝してもらえるのはとても気持ちの良いことな
んだなと思いました。」というものがありました。
　宝殿駅前で行った「ユニセフ募金活動」では、猛暑の中にもか
かわらず、多くの方から心温まるたくさんのご協力をいただき、
ありがとうございました。

特集特集 福祉教育の取り組福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み
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～ふれあいを通して～ 曽根小学校
　本校では福祉教育の取り組みとして、11月の９日(火)と11日(木)の２日間４年生が地域の
福祉施設へ行き、施設やそこで働く人たちの仕事の内容などを説明してもらい、仕事を実際
に見学したり作業の一部を体験させてもらったりしました。また、総合学習の時間に車椅子
やアイマスク・白 体験を含め、兵庫県
声の図書赤十字奉仕団から５名の方に来
ていただき、点字についてもわかりやす
く教えていただきました。
　12月には、地域の幼稚園・保育園の園
児や高齢者を招待した「曽根っ子商店
街」を催しました。クラス独自で考えた
店を出し異学年やお年寄りの方々との交
流を通してふれ合いを深め楽しい時間を
過ごしました。
　これからも地域とのふれあい交流を通
して、児童に思いやる心を育てていきた
いと思います。

活動・体験を通して芽生えたもの 高砂小学校
　本校では、５・６年生のボランティア委員会が中心となって、
募金の呼びかけや、プリペイドカード、古切手、アルミ缶収集、
エコキャップ運動などを行っています。エコキャップ運動は、昨
年度から取り組み始めましたが、一年間で累計168,320個のキャ
ップを集めることができました。これは、ワクチン210.40本分に
相当する量だそうです。多いクラスでは、月に3,000個以上のキ
ャップが集まります。
　また、昨年の秋には、３年生がキャップハンディ体験をしまし

た。車椅子に乗っ
たり、アイマスク
をして階段の上り
下りをしたりする
などの車椅子・白 体験をしました。実際に体
験してみると、想像していたよりも怖いとい
うことを実感することができました。これら
の体験をとおして、「手助けをしたい」という
気持ちが芽生えたようです。これからも福祉
教育を通じて、子どもたちに優しい気持ちや
福祉に対する意欲的な態度を育てていきたい
と思います。

特集特集特集特集 福祉教育の取り組福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み福祉教育の取り組み
～学校で展開されている福祉学習～
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集まった募金は、このように活用されました（一例）

　平成22年12月１日より、「みんなでささえあうあ
ったかい地域づくり」を合言葉に歳末たすけあい運
動を実施したところ、市民のみなさまのあたたかい
ご支援ご協力をいただきありがとうございました。
　今年度は、右表のとおり4,845,053円の募金が
集まりました。集まった募金は、下記のとおり、地域
福祉・在宅福祉の推進に活用させていただきました。

市内要援護高齢者等にゆうあい訪問を
兼ねて見舞品を配布しました。

歳末たすけあい運動への
ご支援ご協力ありがとうございました！

たすけあい運動歳末たすけあい運動歳末たすけあい運動動 のへへのへの

たいいうがり ！ご しごご とが力ご支援ご協力ありがとうございました！

（567名）（ 6767567名名名）））

母子生活支援施設入居中の児童等に
見舞品を配布しました。

（27名）（27名名名）））

年末年始に地域福祉交流事業を行う団体
に、公募方式により助成を行いました。

（6団体）（（（66団体団体団体）））

高齢者施設入居中の無年金者に歳末
見舞金を配布しました。

（7名）（7名名名）））

曽　根
米　田
阿弥陀
北　浜

地区名 募金額
（単位：円)

（平成23年１月31日現在)

685,700
1,100,353
344,400
224,800

高　砂
荒　井
伊　保
中　筋

地区名 募金額

合　　　　計

602,100
655,000
861,100
371,600

4,845,053

＊＊＊＊＊＊

△高砂地区青少年健全育成協議会
　みんなのふれあい広場
　　　　　　　　　（１月10日）

　このふれあい広場は、今年で25
回目を迎えました。高砂地区のす
べての住民の方を対象に、各種団
体が協力して、とんど、やきい
も、もちつき、こま回し等、昔懐
かしい遊びを中心に実施していま
す。参加者は約1,000名でした。
将来、凧揚げ大会も実施できたら
いいなと思っています。

△長尾あったかサロン(12月23日）

　長尾地区も高齢化が進む中、平
成22年９月１日に長尾あったかサ
ロンを設置し、第２回目のサロン
を開催しました。今回は高齢者と
子どもとの交流を図る企画をし、
昔懐かしい石臼と杵での餅つき大
会や演芸を通じて交流を図りまし
た。サロンの開催を通じて、地域
の絆が深まるとともに、明るくて
安心安全なまちづくりに貢献でき
たと感謝しています。

△北脇小地域福祉部会
　北脇・西浜地区高齢者交流会
　　　　　　　　　 （12月2日）

　このたび、北脇・西浜両地区の
高齢者交流事業として、忘年会を
実施しました。当日は、多数の参
加者を得て、余興やビンゴゲーム
等で歓声が上がり、楽しく過ごし
ていただきました。今後も両地区
の交流を重ね、より楽しく、参加
者が増えていくように工夫を凝ら
していきたいと思っています。
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　２月８日(火)に、ＮＰＯ法人ＰＡＳネット理事長上田晴男先生を招いて、
「成年後見制度について～親族後見と第三者後見～」をテーマに、権利擁
護講演会を開催しました。
　近年、高齢者や障がい者を狙った犯罪が増加しており、判断能力が不十
分な方々への権利擁護支援が、益々重要な課題になっています。
　研修会には、福祉関係者をはじめ、利用者のご家族、地域福祉活動に従
事されている方々など74名が参加し、「成年後見制度」について学びました。

　この共済は、加入されたボランティアの方
がボランティア活動中に（往復途上を含む）に
①ケガをされた場合の「傷害保険金」
②第三者の身体または財物に損害を与えた場
合の「賠償責任保険金」
③ボランティア活動中、ボランティア自身が
傷害保険金の対象とならない疾病でなくな
られた場合の「死亡見舞金」
をセットしたものです。

詳しい内容および加入受付につきましては、
高砂市ボランティアセンターまでお問い合わせください。

１名　500円
※いずれの時期に加入しても同額

平成23年４月１日～平成24年３月31日24時まで
※４月１日以降は、受け付けた翌日からの補償
となります。

ボランティア活動に参加する方
NPO・ボランティア推進団体の活動者
※ただし、有給の職員は加入できません。

掛 け 金

補 償 期 間

加入できる方

権利擁護講演会を開催しました！

4月から新年度です。お早めにご加入ください！！

TEL ４４２－４０４７TEL ４４２－４０４７

権利擁護講演会で学んだこと

ボランティア・市民活動災害共済とはボランティアボランティア・・市民活動災害共済とは市民活動災害共済とは

平成23年度 ボランティア市民活動・災害共済のご案内
3月1日火より3 1加入受付

高砂市地域包括支援センター　TEL ４４３－３７２３

問　合　先

権利擁護支援と成年後見制度について
　「権利擁護支援」とは、病気や障害などの理由で
判断能力に不安のある人も、「普通に、自分らしく、
みんなと暮らす」ことができるように支援するこ
とです。権利擁護支援の１つの手段として、成年
後見制度があります。成年後見制度とは、家庭裁
判所に選任された後見人が、身上監護や財産管理
などで、判断能力の不十分な方々を保護し、支援
する法的な支援制度です。

地域に「権利擁護支援システム」の構築を
　後見人がついたら、あとは後見人に任せておけ
ばいいというものではありません。成年後見制度
は「権利擁護支援」の１つの法的支援であり、本
人の意思を尊重した本人支援や、福祉サービスの
利用などの生活支援など、地域において様々な関
係機関が連携し、権利擁護支援システムを構築し
ていくことが求められています。

成年後見制度を利用しよう
　成年後見制度を利用するには、家庭裁判所を介
するため、制度利用に敷居の高さを感じる人が多
いようですが、申立て書類は誰でも無料でもらえ
ます。また、地域包括支援センターで、制度利用
についてのアドバイスも受けられるので、積極的
に制度を利用しましょう。

親族後見と第三者後見について
　親族が後見人になる場合を親族後見といいます。
しかし、核家族化や親戚付き合いの希薄化など、
最近では、親族が後見人になることを拒否するケ
ースが増えています。一方、親族以外の第三者（弁
護士・司法書士・社会福祉士）などの専門職が後
見人になることを第三者後見といい、それぞれの
専門性を生かして、本人の後見活動を行います。



　忘年会で大盛り上がり

◆米田町
　美保里福祉部会(12月19日)

　三世代交流餅つき大会＆折り紙で
干支作り

◆米田町
　中島三丁目福祉部会(12月11日)

　高砂消防本部による救命講習(12
日)･おしゃべり＆カラオケ(20日)

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会(12月12･20日)

　餅つき大会＆いなみ野学園による
マジック等披露

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会(12月23日)

　餅つき大会＆ビンゴゲーム

◆北浜町
　牛谷団地福祉部会(12月23日)

　クリスマス会でハンドベル演奏

◆米田町
　高砂アーバン福祉部会(12月24日)

現場からの発信

「小地域福祉活動リーダー交流会｣を開催！「小地域福祉活動リーダー交流会｣を開催！

～ふれあいいきいきサロン・ゆうあい訪問～

　１月29日(土)、高砂市福祉保健センター　中ホールにおいて、
市内の小地域福祉活動を実践している福祉委員のリーダー 70名
が集まり、神戸学院大学　総合リハビリテーション学部　准教授
藤井博志氏を講師に迎え、「小地域福祉活動の目的について」の
講演の後、グループで話し合い、講師よりアドバイスをいただき
ました。

●地域の福祉活動がなぜ必要であるか、
どんな方法で福祉活動を進めていく
か、具体的な地域の例をあげて、なる
ほどと思えることもありよく理解でき
ました。福祉活動と子供がつながるこ
との必要性もよく理解できました。

●とてもわかりやすい話でした。これか
らもいろいろと勉強していかねばと思
いました。

●地域住民の連携が大切だと思いました。

●いきいきサロンについて話し合いましたが、地域に
よって全く違っていることに驚きました。自治会、
老人会、民生委員との関連性によって回数や活動が
変わっているのでどの方法が良いかというのは言え
ず、地域のカラーで頑張っていくのが良いのかやり
方を変えていくのかが課題だと思いました。
●自治会との連携の必要性、地域全体で考える場を持
つようにすることが大切だと思いました。
●他の地区の方の話を聞き、難しい問題を抱えている
地区があるのだと知りました。なんとかならないも
のかと真剣に思いました。

〔講演の内容について〕〔講演の内容について〕〔講演の内容について〕〔講演の内容について〕 〔グループの話し合いについて〕〔グループの話し合いについて〕〔グループの話し合いについて〕

～アンケートより～～アンケートより～

平成22年度

　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、活動を実施されている地
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。
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　腹話術で始まりバラエティーに富
んだマジッショーとオカリナ演奏

～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
員の創意工夫により、活発に行われています。今回は、11月から12月に開催された活動の一部をご紹介します。～

◆高砂町
　第１福祉部会(12月18日)

　ビンゴゲーム＆ギター演奏に合わ
せて大合唱

◆高砂町
　第３福祉部会(12月23日)

　音楽鑑賞＆「これから音頭」をに
ぎやかに

◆高砂町
　第７福祉部会(12月18日)

　例年好評の「黒豆・茶花豆・野菜豆
セット」でゆうあい訪問（写真は準備の様子）

◆荒井町
　蓮池福祉部会(12月22･26日)

　親睦餅つき大会

◆荒井町
　東本町福祉部会(12月23日)

　くるりんぱ＆ビンゴゲーム

◆荒井町
　御旅福祉部会(12月22日)

　クリスマスお楽しみ会

◆荒井町
　緑丘福祉部会(12月19日)

　フラワーアレンジメントでお正月
の花作り

◆荒井町
　若宮町福祉部会(12月26日)

　高砂西部病院による出前講座「高
齢者の食事について」

◆荒井町
　小松原団地福祉部会(11月30日)

　伊保幼稚園とふれあい交流会＆詩
吟高唱＆親睦食事会

◆伊保町
　伊保東部福祉部会(12月17日)

　伊保駅前商店街もちつき大会に参
加

◆伊保町
　伊保南部福祉部会(12月26日)

写真展としてリニューアル!!写真展写真展 てとしてリニューアルリニューアル!!!!

　三世代が集まってクリスマス会～
リース飾り＆わたがし実習～

◆伊保町
　三ノ島福祉部会(12月11日)

あな
たの

あなあな
た

あな
たの

まち
の

まちまちまち
のふくし活動のようす
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生きがい対応型デイサービスセンターとは…
●高砂市より高砂市社会福祉協議会が委託を受け、生きがいを持って社会生活を送るための憩いや交流を行うと
ころです。

●おおむね60歳以上で高砂市に住所を有し、介護保険サービスを受けていない方が利用できます。
●利用の登録が必要です。

２日(水）

４日(金）

14日(月）

18日(金）

23日(水）

絵　手　紙

いきいき体操

う た の 会

折　り　紙

おしゃべり会

８日(火） 囲碁ボール

10:00 ～

13:30 ～

囲碁・将棋の開催日囲碁・将棋の開催日
４日(金)・11日(金)・18日(金)
25日(金)・28日(月)

29日(火)10:00～

＊毎回13：00開始

申込締切：いずれの行事も、3日前まで
3 月 の 定 例 行 事

　急な用ができて、子どもの送迎や預かりを頼みたいと
思われたことはないですか？　こんなとき、近くの提供
会員がお手伝いします。この説明会に参加すると登録で
きますので、ぜひご参加ください。(登録は無料です)

日時：3月12日(土) 10:00～11:30
場所：福祉保健センター3階　会議室1
対象：子育ての援助を受けたい方
　　　(高砂市内在住、または在勤の方で、

おおむね生後6ヵ月から小学校6年生のお子
さんがおられる方)
託児：定員10名(対象：6ヵ月以上の子ども)
締切：3月10日(木)

　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？

生きがい対応型デイサービスセンター
高砂町東浜町 1266-1　　電話：４４４－３０３０
生きがい対応型デイサービスセンター
高砂町東浜町 1266-1　　電話：４４４－３０３０
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
高砂町東浜町 1266-1 電話：４４４－３０３０

わくわくフェスタわくわくフェスタ
開催場所

生きがい対応型デイサービスセンター

「映画会」「映画会」「映画会」 「健康教室」「健康教室」「健康教室」

第6回入会説明会
ひなまつり交流会ひなまつり交流会ひなまつり交流会

（第７回交流会）

登録をお急ぎの方は、
　　　センターにお問合せください。
登録をお急ぎの方は、登録をお急ぎの方は、
　　　センターにお問合せください。センターにお問合せください。

「ミュージックベル」であそぼう♪
ボランティアグループ「ハーモニー」さんと

一緒にすてきな音楽や遊びなど、
お楽しみがいっぱいです。

日時：3月7日(月）10:00～11:30
場所：福祉保健センター3階　集会室
対象：ファミリーサポートセンター登録会員
　　　子育て中の方
定員：30組　　締切：3月4日(金）

上映作品：(96分)

『カールじいさんの空飛ぶ家』
最愛の妻・エリーに先立たれたカールじ
いさんは78歳。空飛ぶ家と共に、エリー
と約束した場所へ旅立ちます。

日　時：3月9日(水)13:30～15:45
実　費：100円
定　員：50名
申込締切：3月3日(木)

身のこなしが美しい人は、輝いて見えま
す！姿勢を正して腰痛や肥満もいっしょ
に解消しませんか？

日　時：3月30日(水)10:00～11:45
講　師：松岡　裕美 氏

元Ｈａｐｐｙ‐ＭＣの看板司会者
兼統括トレーナー

実　費：100円
定　員：30名
申込締切：3月25日(金)

囲碁将棋大会
問合せ
申込み
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善意銀行寄附状況善意銀行寄附状況
※敬称略

～あたたかい善意をありがとうございました～　2011.1.4 ～ 1.31

地区 氏　　　　名 金額（円) 備　　　　　考

物品預託の状況（※敬称略)
匿名　　　　　　　　　　タオル28枚・ハンドソープ８本
中筋サービスコーナー　　外国コイン
米田公民館　　　　　　　外国コイン

古切手・使用済みカード・ベルマーク等（※敬称略）

△荒井小学校△米田西小学校

①善意銀行運営委員会委員①善意銀行運営委員会委員

　任期満了に伴い、高砂市社協の評議員を募集します。また、下記の①か②いずれかの委員会に委員として
参加していただきます（評議員会や各委員会は、それぞれ年２～３回、平日の昼間に開催します）。
　地域福祉活動に関心のある方のご応募をお待ちしております。

　善意銀行に寄附のあった金銭や物品を、地域福祉
活動により効果的に活用するための方法等を一緒に
検討していただきます。

募集人員：４名（各委員会２名）
対　　象：市内在住・在勤・在学の18歳以上の方
任　　期：平成23年6月１日～平成25年5月31日
応募方法：高砂市社協までお電話（総務担当TEL
　　　　　443-3720）でご連絡ください
応募締切：平成23年3月31日(木）

②ボランティアセンター運営委員会委員②ボランティアセンター運営委員会委員
　ボランティア活動の中核となるボランティアセン
ターの運営について、一緒に検討していただきます。

応　募　条　件

高砂市社会福祉協議会　評議員募集!!
～善意銀行運営委員会またはボランティアセンター運営委員会委員を兼ねる～

高砂町

荒井町

伊保町

中筋

曽根町

米田町

阿弥陀町

北浜町

その他

10,000
100,000
631
2,000
35,806
3,432
200,000
12,192
200,000
5,000
10,800
721

1,000,000

50,000
659

10,000
10,000
27,394
318
682
409
481
548

100,000
10,000
6,084
28,400
4,720

地域ふれあいの会高砂駅前ブロックへ5,000円　福祉のために5,000円
福祉のために　
善意の募金箱より
福祉のために　　
お年玉募金として
お客様からの寄贈品の売上を福祉のために
福祉のために　
善意の募金箱より
亡父照男様の供養として
福祉のために　※郵送
福祉のために　
善意の募金箱より
亡父安夫様の供養として　あすなろ学園へ300,000円　中筋校区福祉推進委
員会へ100,000円　中筋西老人クラブへ100,000円　福祉のために500,000円
亡父の供養として
善意の募金箱より
1月分　福祉のために
1月分　福祉のために
お年玉募金として
善意の募金箱より
善意の募金箱より
善意の募金箱より
福祉のために
福祉のために
亡夫　昌男様の供養として北脇小地域福祉部会へ50,000円　福祉のために50,000円
福祉のために（2回分）※郵送
不要入れ歯回収リサイクル金
平成22年度「県職員歳末愛の預託」及び「愛の鍋」募金として
缶バッチからの支援金

匿 名
木 下 千 賀 子
高 砂 公 民 館
玉 野 俊 行
荒 井 小 学 校
自 由 空 間
匿 名
荒 井 公 民 館
髙 谷 直 樹
匿 名 （ 伊 保 崎 ）
匿 名 （ 中 筋 １ 丁目）
中筋サービスコーナー

植 杉 信 義

匿 名
曽 根 公 民 館
匿 名
匿 名
米 田 西 小 学 校
米 田 公 民 館
総 合 体 育 館
阿 弥 陀 公 民 館
匿 名 （ 魚 橋 ）
は ぎ グ ル ー プ
髙 磯 喜 久 江
治 夫
日本入れ歯リサイクル協会
兵庫県東播磨福祉地区善意募金会
NPO法人　シーズ加古川

播磨環境管理センター㈱　　井沢エンジニアリング㈱
中筋サービスコーナー　　　高砂商工会議所
医療法人社団かたしま・きたうら産婦人科医院　　自由空間
高砂市教育委員会教育総務部スポーツ振興課　　㈱優和 
高砂市役所福祉部地域福祉課　　　　米田公民館
高砂市役所健康市民部介護保険課　　播磨企画㈱
高砂市役所健康市民部市民課　　　　高砂公民館
坂田　　西谷　貢　　松岡　道男　　原　亀男　　匿名

�����������	���



介護者のつどい介護者のつどい介護者のつどい

申込み・問合せ先
高砂市ボランティアセンター

☎442-4047

サウンドテーブルテニス（視覚障がい者の卓球）
やアイマスク、点字などの体験を通して、視覚
障がい者の方と交流を図ります。

日　時：3月29日(火)10:00～ 13:30
場　所：高砂市文化会館 1階 展示集会室 他
対　象：新小学4年生～中学3年生まで
定　員：15名
参加費：500円（昼食代）
締　切：3月22日(火)

春休み
チャレンジ！ジュニアボランティア2010

春休み春休み
チャレンジ！ジュニアボランティア2010チャレンジ！ジュニアボランティア2010

介護予防等の要素を取り入れた、簡単にできる
レクリエーションを学びます。あなたの活動に
役立ててみませんか。

日　時：3月24日(木)10:00～ 12:00
場　所：福祉保健センター 3階 会議室1
対　象：レクリエーションを学びたい方
　　　　ボランティア活動中の方など
定　員：20名
参加費：無料
講　師：NPO法人 生涯学習サポート兵庫
　　　　榎本  英樹 氏
締　切：3月17日(木)

レクリエーション入門教室レクリエーション入門教室レクリエーション入門教室

障がいのある人も、ない人も、お互いを助け合
いながら友好を深めるレクリエーションです。
みんなで楽しい時間を過ごしましょう。
初めての方も大歓迎です!!

日　時：3月13日(日)11:00～ 15:00
場　所：高砂市総合体育館　格技場Ⅰ
参加費：500円（昼食代）
対　象：ボランティア活動に興味のある方
　　　　障がいのある方　100名
締　切：3月4日(金)

申込み先
高砂市地域包括支援センター

☎443-3723

こころみ楽リエーション2010
～ふれあい記念日～

参加者募集

こころみ楽リエーション2010こころみ楽リエーション2010
～ふれあい記念日～～ふれあい記念日～

参加者募集参加者募集

らくらくらく

日　時：3月17日(木)14:00～ 15:30
場　所：高砂市福祉保健センター ３階 集会室
内　容：健康体操
　　　　（身体を動かすので、動きやすい格好

でお越し下さい）
講　師：健康体操指導者　中村  香織 氏
締　切：3月10日(木)

～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
　　　　　　　　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
「すずらんの会」

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」

日　時：3月23日(水)13:30～ 15:00
場　所：福祉保健センター1階　健康教育室
内　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
☎443-3936
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