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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

11月号月月月月月月号

平成24年11月１日発行 243号 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/

みんなの社協フェアみんなの社協フェアみんなの社協フェア
１１月１８日（日）開催！

第22回

と　き 10時～16時
ところ 高砂市文化会館・高砂市福祉保健センター

▲ボランティア体験・福祉見聞スタンプラリーの様子

▲にこにこファミリーフェスティバルの様子

ご家族そろって
来場ください

入場
無料

健康は心から
　そして笑顔から
原田　伸郎　氏

講　演
テーマ

講　師

記念講演

P2･3

P4

P5
　

P7

第22回みんなの社協フェア
イベント案内

要援護者実態調査を実施
します

生きがい対応型デイサー
ビスセンターだより

歳末たすけあい募金を活
用し、助成を行います

ところ 高砂市文化会館 高

▲ボランティア体験・福祉見聞スタンプラリーの様子

▲にこにこファミリーフェスティバルの様子

子

子どもから大人まで
楽しめる福祉イベント
　　　　　　です。
イベントの詳細は

２･３ページに掲載
イベントの詳細はン
　　　

イベントの詳細は

２２･･ ページ３ページに掲載２･３ページ



イベント案内イベント案内イベント案内イベント案内第22回みんなの社協フェア第22回みんなの社協フェア
高砂市文化会館
高砂市福祉保健センター

じょうとんばホール（大ホール）の催し

その他のイベント

山陽電鉄・高砂駅を
出て東（左）にある
踏み切りをわたり徒
歩５分。
駐車スペースに限り
がありますので、公
共の交通機関をご利
用ください。

会場案内

お問い合わせ先

と　き
ところ
入席料

10：00～15：00
会議室１
250円

高砂市視覚障害者協会によるお茶席
です。おいしいお茶とお手前をお楽
しみください。

お茶席お茶席お茶席お茶席お茶席

と　き
ところ
内　容

１０：００～１２：００
文化会館１階　展示集会室
親子ふれあい遊び、ペープサート、等

1F トレーニング室

2F ロビー

2F 中ホール

子育て中のお父さん、お母さんはもちろん、
おじいちゃん、おばあちゃんと一緒に、楽し
いひとときを過ごしてください。

にこにこファミリーフェスティバルにこにこファミリーフェスティバルにこにこファミリーフェスティバルミミにこにこファミリーフェスティバルにこにこファミリーフェスティバル

・点字体験
・手話体操
・布のおもちゃ作り
・ゲーム等

・視覚障がい者との卓球
・オセロゲーム

受付場所 中ホール内

外国旅行等で使い切れなかった外国
コインや紙幣はありませんか。国際
交流クラブ高砂が、日本ユニセフ協
会を通じ、開発途上国の子どもたち
の支援活動に活かすため募金を行い
ます。

外国コイン・紙幣の募金にご協力を！外国コイン・紙幣のの募金募金ににご協力を！ご協力を！

と　き １０：００～１３：３０

視覚障がい者とのオセロや卓球での対戦、また点字
や手話、布のおもちゃづくりなどを体験して景品を
手に入れよう！　景品対象：小学生以下

ボランティア体験・福祉見聞スタンプラリー

と　き
ところ

１０：００～１５：００
中ホール及び２階ロビー

高砂市を拠点に活動する市民活動団体
（ボランティアグループ・ＮＰＯ法人）や、
社協活動等を紹介します。

社協活動・団体紹介展

と　き
内　容

１０：００～１５：００
・カミカミコーナー（歯科衛生士
　による「噛み合わせ」および
　ブラッシング指導）
・試食コーナー　・パネル展示

食育推進コーナー「もぐりん食育広場」

コープこうべ
コーナー

高砂市文化会館
福祉保健センター

福祉教育展示

ゲームコーナー

高砂市老人クラブ
連合会活動紹介

保育園展示

と　き １０：００～１５：００

東日本大震災から１年半、「いつまでも
忘れない」を胸にチャリティーバザーを
開催します。みんなの心をひとつに!!

東日本大震災復興支援バザー

第22回みんなの社協フェア企画実行委員会
（高砂市社会福祉協議会内）

第22回みんなの社協フェア企画実行委員会
（高砂市社会福祉協議会内） ＴＥＬ ０７９－４４３－３７２０ＴＥＬ０７９－４４３－３７２０
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イベント案内イベント案内第22回みんなの社協フェア第22回みんなの社協フェア第22回みんなの社協フェア第22回みんなの社協フェア
～共に生きる地域づくりをめざして～

11月18日（日）10時～16時/雨天決行

「健康は心から
　　　　そして笑顔から」
「健康は心から

そして笑顔から」

プロフィール
1951年10月1日生まれ京都市出身。京都産業大学法学部卒業。
1973年「赤とんぼの唄」であのねのねとして歌手デビュー。日本有線大賞「大衆賞」受賞。
2003年「あのね30周年のねコンサート」を開催。
現在、持ち前のソフトで温かいキャラクターを活かし、テレビラジオ、ＣＭのナレーション、各地講演会などで
活躍中。

◆式　　　　　　典：13：30～14：00
◆市民活動フェスタ：14：05～14：25
　（☆発表団体：高砂マジッククラブ）

◆記　 念　 講　 演：14：30～15：40

◆コープこうべコーナー
◆いきいきふれあいバザー
◆高砂市老人クラブ連合会活動紹介
◆保育園作品展示

テーマ

講　師
はら だ 　　のぶろう

原田　伸郎（タレント・歌手）

じょうとんばホール（大ホール）の催しじょうとんばホール（大ホール）の催し

その他のイベントその他のイベント

【主　催】高砂市・高砂市社会福祉協議会・生活協同組合コープこうべ・高砂市ボランティア活動センター登録団体
　　　　　(者)連絡会・高砂市共同募金委員会
【後　援】高砂市教育委員会・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
　　　　　児童委員協議会各町(校区)福祉推進委員会・高砂商工会議所・神戸新聞社・BAN-BANネットワークス(株） 

この事業は共同募金配分金事業を受けて開催します。

◆模擬店
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要援護者実態調査は
どんなことをするの？  

要援護者実態調査を実施します要援護者実態調査を実施します
～誰もが安心して暮らせる町づくりをめざして～

　援護が必要な高齢者等が適切な支援が受けられ、安心して地域で暮らせるまちづくりを推進し、
また、災害時における要援護者の救助活動に備えるために、民生委員・児童委員、福祉委員等が調
査員となって要援護者実態調査を11月に行います。この調査をもとに、地域での見守り活動の充実
を図っていきます。

ひとり暮らし高齢者、高齢者を含む２人世
帯、寝たきり者、認知症者、障がい者などの
お宅へ調査員が訪問し、ご本人やご家族が困
っていること、希望などを聞かせていただく
調査です。特に援護が必要とされている方に
ついては、専門機関につなげていきます。ま
た、この調査終了後も年間を通じて、地域に
おいて、民生委員・児童委員、福祉委員等に
よる見守り・助け合い活動が行われます。

【「要援護者実態調査」に関する問い合わせ先】
高砂市福祉部　高年介護課　　　　　　　　　　　　　（TEL 443-9026)
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)

Q

Q Q

Q 誰が調査をするの？

市と社会福祉協議会が協働で実施します。
地域の民生委員・児童委員、福祉委員等に調
査員を依頼し、それぞれの地区で、調査員が
訪問聞き取り調査を行います。調査の結果は、
社会福祉協議会で取りまとめ、管理を行いま
す。調査員は、調査員証を携行しています。

なぜ要援護者
　実態調査をするの？

高砂市においても少子高齢化が進むにつ
れて、援護の必要な方が増加する一方、核家
族化や家族機能の変化により家庭における介
護力低下の傾向があります。その中で、援護
を必要としている人を把握し、地域と専門機
関がネットワークをつくって対応していく
ことが地域福祉の大きな課題となっていま
す。援護が必要な人が、適切な支援を受けら
れ、安心して暮らせる地域を作っていくため
に、この調査を地域・社会福祉協議会・市が
一体となって行います。

プライバシーは
　　　　守られるの？

この調査や見守り・助け合い活動などを行
うにあたり、誰でも他人に知られたくないプ
ライバシーがあることを調査員は十分理解し
たうえで、知り得た情報は、その個人の困っ
ている問題を解決することのみに活用しま
す。ただし、緊急を要する時やその人の生命
や身体の安全が脅かされる恐れがあると判
断した時は、生命や身体の安全を守ることを
優先させていただきます。

市民の皆さんの
ご理解とご協力をお願いします。
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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？

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 444-3031

生きがい対応型デイサービスセンターとは…
●高砂市より委託を受け、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。

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

◇開催場所：デイサービスセンター（高砂町東浜町）

申込締切：いずれの行事も、3日前まで
11 月 の 定 例 行 事

２日(金）

７日(水）

14日(水）

19日(月）

22日(木）

27日(火）

いきいき体操

絵　手　紙

折　り　紙

う た の 会

おしゃべり会

ゆうゆう体操

10:00 ～

13:30 ～
１日(木）

９日(金）

13日(火）

囲碁ボール㊍

コミュニケーションマージャン

囲碁ボール㊋

２日(金)･５日(月)･７日(水)･12日(月)
14日(水)･26日(月)･28日(水)･30日(金)

＊毎回13：00開始

囲碁・将棋の開催日囲碁・将棋の開催日 わきあいあいサロン地域出前型
茶話会

地域出前型
茶話会

◇開催場所：各公民館

日程：11月8日(木)･12月13日(木)
　　　平成25年１月31日(木)
時間：9:30～11:30
参加費：各150円　定員：各20名

　下記の公民館にて、介護予防を目
的とした体操やゲームを行います。
気軽にご参加ください。

北浜公民館　2階 集会室北浜公民館 2階 集会室

日程：11月21日(水)･12月19日(水)
　　　平成25年１月16日(水)
時間：13:30～15:30
参加費：各150円　定員：各20名

中筋公民館　2階 集会室中筋公民館 2階 集会室

わくわくフェスタわくくわわくくくフフフェェススタ

紙粘土教室紙粘土教室粘土教粘粘 教教

日　時：11月16日(金)
　　　　10:00～12:00
参加費：400円
定　員：20名
申込締切：11月13日(火）

来年の干支の置物を
　　　　　つくりましょう！

申込締切：開催日の3日前まで

　～特別ゲスト『がらがらどん』さんによる
人形劇やお楽しみがいっぱいです♪～　

《日時・場所》12月5日(水)
☆クリスマス交流会
　10:00～10:50　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会員の方、
　　　　 ファミリーサポートセンターに関心のある方
　〈定員〉30組　
☆第4回入会説明会（依頼会員に登録できます）
　11:00～12:00　福祉保健センター
　　　　　　　　3階　会議室1
　〈定員〉30名
　〈託児〉要申込み：定員10名　
《締切》12月3日(月)

クリスマス交流会＆第4回入会説明会

第2回提供・両方会員

フォローアップ講座＆情報交換会
第2回提供・両方会員

フォローアップ講座＆情報交換会

より楽しく安心して援助活動を行っていただくための
講座を開催します。ぜひご参加ください。
〈日時〉11月22日(木) 13:30～15:30
〈場所〉福祉保健センター3階 集会室
〈内容〉「人と人とのつながりを広げるために～絵本を通して～」
　　　 ＮＰＯ法人「絵本で子育て」センター
　　　 絵本講師　高田　恭子　氏
〈定員〉30名（お子さんも一緒に参加できます）
〈締切〉11月20日(火)

今年も社協フェアで楽しい時間を過ごしませんか？
〈日時〉11月18日(日) 10:00～12:00
〈場所〉高砂市文化会館1階　展示集会室
〈内容〉「なかよしコンサート｣
　　　 「楽しいぺープサート｣｢親子ふれあい遊び｣など
〈その他〉申込みの必要はありません（当日受付）

に
こ こに

第22回 みんなの社協フェア
　　　　親子であつまれ！
第22第22回回 みんなのみんなの社協フェア社協フェア
　　　親子であつまれ！親子であつまれ！

ファミリーフェスティバルファミリーフェスティバルファミリーフェスティバルファミリーフェスティバルェスス バィティスフェリーファフフ リ ルィファミリーフェスティミリーフェスティェスティバルェスティバファミリーフェスティバル
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～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、８月～９月に開催された活動の一部をご紹介します。～

「松陽学園絆の会」を招いて、銭
太鼓・太極拳・手品等の演芸を鑑賞

◆伊保町
　梅井福祉部会(９月７日)

「三世代交流屋台勉強会」を開催、祭りの
歴史等を学びコミュニティの重要性を再確認

◆高砂町
　第９福祉部会(８月27日)

パズルやオセロゲームの後、ビン
ゴゲームや懐メロの合唱を楽しむ

◆高砂町
　第６福祉部会(８月23日)

高砂市危機管理室による災害対策の話
を聞き、近隣での助け合いの大切さを学ぶ

◆伊保町
　古沼福祉部会(８月８日)

「昭和の歌・心に残る200曲」の懐
かしい歌謡曲を楽しく口づさむ

◆米田町
　古新福祉部会(９月５日)

「お笑い福祉士」として活躍中の笑福
亭學光氏を招き、落語や手品等で大笑い

◆阿弥陀町
　中所福祉部会(９月４日)

「新たんば荘」にて昼食会を開催、カラオ
ケやお土産の買い物等小旅行気分を楽しむ

◆阿弥陀町
　阿弥陀南福祉部会(９月15日)

マジックショーを開催、参加者も加
わりショーを盛り上げ、楽しいひと時

◆阿弥陀町
　北池福祉部会(９月14日)

四字熟語カルタとバランスボールゲ
ームで頭と身体を動かし、楽しいひと時

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会(９月８日)

ストレッチ体操を行い、座ってできる指
運動で大笑いした後、楽しくおしゃべり

◆北浜町
　西浜福祉部会(９月１日)

脳の活性化としても紹介されている「虫食い
歌詞カード」で夏の歌を合唱し、大盛り上がり

◆北浜町
　牛谷東福祉部会(８月５日)

小地域福祉活動 写真展

　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。

高砂市まちづくり出前講座「高砂市の防災
対策の現状」の講演で水害について熱心に聞く

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会(８月31日)
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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 地域福祉交流事業助成公募案内～

「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。

応 募 先
・

問合せ先
高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会内）
高砂市高砂町朝日町1-2-1(福祉保健センター内)　TEL 443-3720　FAX 443-0505
　　　http://www.takasago-syakyo.or.jp/

助成対象事業；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
　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
※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

助成対象団体；概ね市内で組織する団体2
　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町福祉推進委員会及び小地域福祉部会　　⑥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　※宗教・政治を目的としている団体、営利を目的としている団体は対象外

助成金額；実施事業費の1/2で5万円を限度とする4
※助成希望団体が予定数を上回る場合は、予算の範囲内とします
　事業実施に虚偽等不正があったときは、助成金の返還を求めます

提出書類；①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）

5

選考方法；書類審査及びヒアリング（一部）6 応募締切日；11月16日（金）7
※助成申請書は、高砂市共同募金委員会事務局まで、または高砂市社協ホームページよりダウンロードできます

事業実施期間；12月1日から翌年1月31日まで3

善意銀行寄附状況善意銀行寄附状況
※敬称略2012.9.1～9.30

～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。～

地区

ー金銭の部ー ー金銭の部ー ー金銭の部ー

氏　　名 金額（円) 備　　考

ー物品の部（外国コイン・古切手・使用済みカード等）ーーー物品の部物品の部（外国コイン・（外国コイン・古切手・使用済みカード等古切手・使用済みカード等））ーー

荒井町

伊保町

米田町

阿弥陀町
北浜町

その他

高 砂 町

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　
福祉のために　

福祉のために

福祉のために　※郵送
福祉のために
福祉のために
福祉のために
亡妻の供養として
車いすのお礼
福祉のために　※郵送
善意の日の募金として

10,000
2,000
1,000

401,900

5,000
10,000
10,000
10,000
50,000
5,000
5,000
45,780

266,278

匿 名
玉 野 　 俊 行
匿 名
三菱ファミリークラブ
（三菱重工労働組合
高砂製作所支部）
匿名（伊保崎）
匿 名
匿 名
天 満 　 了
匿 名
匿 名
治 夫
兵庫県東播磨福祉
地区善意募金会

高砂高校生徒会・
ジャズバンド部・
P 　 T 　 A

第３０回青春チャリティーコンサート
による生徒会・ジャズバンド部募金・
PTAバザー収益金
ひまわり高砂・ステップハウス・NPO法
人高砂ワークハウスつばさ・あすなろ
学園保護者会・高砂西保育園父母
の会・荒井保育園父母の会・児童学
園父母の会へ各26,000円わかば学
園へ10,000円社協へ74,278円

ー物品の部ーー物品の部ーー物品の部ー
横尾　幸子……ねまき3枚
匿名……………下着12枚・Ｔシャツ1枚・靴下4足
田中……………雑巾10枚
前橋　喜代子…車いす（新品）
匿名……………紙パンツ6袋

米田サービスコーナー・国際ライフパートナー㈱
高砂市役所福祉部障がい地域福祉課・㈱優和   
高砂市役所健康文化部くらしと文化室文化スポーツ課
*********************************************
横尾　幸子・榊　良男・松岡　道男・渡邊　康幸・匿名

ー善意銀行こぼれ話ーーー善意銀行こぼれ話善意銀行こぼれ話ーー ありがとうございました

【東日本大震災救援募金者名簿】
※平成24年9月1日～9月30日まで受付分（敬称略）
カラオケ喫茶 慕情　41,328円

◁三菱ファミリークラブ
　（三菱重工労働組合
　高砂製作所支部）
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NPO法人　花と緑のまちづくり高砂主催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
市民と協働による

花壇植栽活動参加者募集花壇植栽活動参加者募集
日　時：11月24日(土)10:00～　1時間程度

※小雨決行
場　所：あらい浜風公園内オーナー花壇
　　　　（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、スコップ、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。

～介護でお悩みの方、気軽にご参加ください～～介護でお悩みの方、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」

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」

日　時：11月19日(月)13:30～15:30
場　所：福祉保健センター 3階 会議室1
内　容：お話し会
　　　　※地域包括支援センター職員による

介護なんでも相談があります。

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

～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～

支えあう介護者の会
「すずらんの会」
支えあう介護者の会支えあう介護者の会
「すずらんの会」「すずらんの会」

日　時：11月26日(月)13:00～15:30
場　所：福祉保健センター 1階 栄養指導実習室
内　容：楽しいお菓子作り
　　　　わいわいがやがや話し合い
参加費：300円

申込み・問合せ先
高砂市保健センター
☎443-3936

～健康づくり・仲間づくりの第一歩として、ぜひご参加ください～～健康づくり・仲間づくりの第一歩として、ぜひご参加ください～

いきいきはつらつ応援講座いきいきはつらつ応援講座いきいきはつらつ応援講座

日　時：11月14日（水）13:30～15:30
場　所：中央公民館 3階 講堂
対　象：概ね50歳以上の方　30名
内　容：誰でもできるリフレッシュ健康体操
講　師：健康運動指導士　正井恵子氏
締　切：11月9日（金）
持ち物：タオル、飲み物
その他：動きやすい服装で
　　　　お越しください。

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

問合せ先
☎090-4769-1978（浅原まで）

体力向上・健康維持に！運動を習慣にする
きっかけにしてみませんか


