
この機関誌は共同募金配分金により発行しています

月号月号

～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～

10
平成25年
(2013年)しゃ きょう

P2・3 第23回みんなの社協フェア
 イベント案内

P4 共同募金の使い道
 地域福祉交流事業助成公募案内

P7 普通（住民）会員加入のお礼

赤い羽根
共同募金運動
赤い羽根
共同募金運動

10月1日より

が始まります

アスパ高砂
マルアイ高砂店
マックスバリュ梅井店

アスパ高砂
マルアイ高砂店
マックスバリュ梅井店

◀赤い羽根の募金活動は、町の人
のやさしい気持ちを集める活動
です。あなたのやさしさが、あ
なたの声かけが、あなたの行動
が、高砂市の地域福祉の推進に
大きな役割を果たしています。
本年も共同募金にご協力よろし
くお願いします。

の街頭募金に
兵庫県共同募金会のマスコット
「あかはねちゃん」

が登場します！

第23回第23回 みんなの社協フェアみんなの社協フェア

10：00～16：00

11月3日㊐11月3日㊐
高砂市文化会館・高砂市福祉保健センター

と　き

ところ

「大家族 支え愛
　見守り愛 励まし愛」
「大家族 支え愛
　見守り愛 励まし愛」

講演テーマ
（式典あり）

講師 西川　ヘレン 氏西川　ヘレン 氏

記 念 講 演 入場
無料
入場
無料

ご家族そろって来場ください

いずれも16:00～17:00の間

10:30～11:30

10
5土

6日
コープ神戸高砂店コープ神戸高砂店10

1 H25(2013).10.1発行 第254号



「大家族 支え愛 見守り愛 励まし愛」「大家族 支え愛 見守り愛 励まし愛」

プロフィール

◆式　　　　　　典：13：30～14：00
◆市民活動フェスタ：14：05～14：25
　（☆発表団体：高砂太鼓　蕣会）

◆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

◆保育園作品展

テーマ

講　師 西川 ヘレン 氏西川 ヘレン 氏（タレント）

じょうとんばホール（大ホール）の催し

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。

お問い合わせ先

と　き

ところ

入席料

10：00～15：00
福祉保健センター3階
会議室1
250円

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

と　き

ところ

内　容

１０：００～１２：００
文化会館１階　展示集会室
ミュージックベル、ペープサート、
エプロンシアター、手遊び等

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、楽しいひとときをお過ごしください。

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

わくわく迷路＆体験スタンプラリーわくわく迷路＆体験スタンプラリーわくわく迷路＆体験スタンプラリー

受付場所 福祉保健センター中ホール内

外国旅行などで使い切れなかった外国コインや紙幣を日本ユニセフ協会を通じ、発展途上国の子どもたちの支
援活動に活かします。

東日本大震災復興支援　ワンコイン募金にご協力を！東日本大震災復興支援　ワンコイン募金にご協力を！
❁そのほか外国コイン・紙幣の募金

◆模擬店

と　き

ところ

１０：００～１4：0０
（受付は１3：3０まで）
福祉保健センター中ホール
及びトレーニング室

迷路を抜けると、そこにはいろいろな
体験がまっているよ！
スタンプを集めて景品を手に入れよう。

食育推進コーナー「もぐりん食育広場」食育推進コーナー「もぐりん食育広場」食育推進コーナー「もぐりん食育広場」 社協活動・団体紹介展社協活動・団体紹介展社協活動・団体紹介展

と　き

ところ
１０：００～１５：００
福祉保健センター
中ホール

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。

点字・手話・サウンドテーブル
テニス・レクリエーション体験
など

と　き

ところ

内　容

１０：００～１５：００
福祉保健センター１階ロビー
・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

第23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23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 ０７９－４４３－３７２０ＴＥＬ ０７９－４４３－３７２０

＊焼きそば　＊うどん
＊おでん　　＊おにぎり　
＊コーヒー　＊綿菓子
＊カレー　　　　　など

＊
メ
ニ
ュ
ー
＊

イベント案内イベント案内第23回みんなの社協フェア第23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3日（日）10時～16時/雨天決行 高砂市文化会館
高砂市福祉保健センター

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

高砂市文化会館
福祉保健センター

西川　ヘレン（タレント）
京都市生まれ。西川きよしと大恋愛し結婚。4世代同居の大所帯をきりもりする賢婦人。きよし
氏の努力家・人情家ぶりと並んで、ヘレン夫人の内助の功を讃える人は多い。女の夢、嫁の立場、
母親の役割、そして妻としての責任など、生き様を通して語る体験談は多くの教訓を秘める。

にしかわ

〈協力〉高砂市NPO連絡会

〈協力〉高砂市視覚障害者協会

景品対象：小学生以下
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「大家族 支え愛 見守り愛 励まし愛」「大家族 支え愛 見守り愛 励まし愛」

プロフィール

◆式　　　　　　典：13：30～14：00
◆市民活動フェスタ：14：05～14：25
　（☆発表団体：高砂太鼓　蕣会）

◆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

◆保育園作品展

テーマ

講　師 西川 ヘレン 氏西川 ヘレン 氏（タレント）

じょうとんばホール（大ホール）の催し

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。

お問い合わせ先

と　き

ところ

入席料

10：00～15：00
福祉保健センター3階
会議室1
250円

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

と　き

ところ

内　容

１０：００～１２：００
文化会館１階　展示集会室
ミュージックベル、ペープサート、
エプロンシアター、手遊び等

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、楽しいひとときをお過ごしください。

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

わくわく迷路＆体験スタンプラリーわくわく迷路＆体験スタンプラリーわくわく迷路＆体験スタンプラリー

受付場所 福祉保健センター中ホール内

外国旅行などで使い切れなかった外国コインや紙幣を日本ユニセフ協会を通じ、発展途上国の子どもたちの支
援活動に活かします。

東日本大震災復興支援　ワンコイン募金にご協力を！東日本大震災復興支援　ワンコイン募金にご協力を！
❁そのほか外国コイン・紙幣の募金

◆模擬店

と　き

ところ

１０：００～１4：0０
（受付は１3：3０まで）
福祉保健センター中ホール
及びトレーニング室

迷路を抜けると、そこにはいろいろな
体験がまっているよ！
スタンプを集めて景品を手に入れよう。

食育推進コーナー「もぐりん食育広場」食育推進コーナー「もぐりん食育広場」食育推進コーナー「もぐりん食育広場」 社協活動・団体紹介展社協活動・団体紹介展社協活動・団体紹介展

と　き

ところ
１０：００～１５：００
福祉保健センター
中ホール

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。

点字・手話・サウンドテーブル
テニス・レクリエーション体験
など

と　き

ところ

内　容

１０：００～１５：００
福祉保健センター１階ロビー
・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

第23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23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 ０７９－４４３－３７２０ＴＥＬ ０７９－４４３－３７２０

＊焼きそば　＊うどん
＊おでん　　＊おにぎり　
＊コーヒー　＊綿菓子
＊カレー　　　　　など

＊
メ
ニ
ュ
ー
＊

イベント案内イベント案内第23回みんなの社協フェア第23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3日（日）10時～16時/雨天決行 高砂市文化会館
高砂市福祉保健センター

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

高砂市文化会館
福祉保健センター

西川　ヘレン（タレント）
京都市生まれ。西川きよしと大恋愛し結婚。4世代同居の大所帯をきりもりする賢婦人。きよし
氏の努力家・人情家ぶりと並んで、ヘレン夫人の内助の功を讃える人は多い。女の夢、嫁の立場、
母親の役割、そして妻としての責任など、生き様を通して語る体験談は多くの教訓を秘める。

にしかわ

〈協力〉高砂市NPO連絡会

〈協力〉高砂市視覚障害者協会

景品対象：小学生以下
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わく
わくフェスタわく
わくフェスタ

生きがい
セミナー
生きがい
セミナー

　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？

　市内在住のおおむね60歳以上で、介護保
険サービスを受けていない人を対象に、交
流や健康増進を図ることを目的とした様々
な行事を下記のとおり行っています。
　あなたもぜひ参加してみませんか？
　随時、見学も受け付けています。
（＊参加される際には、利用登録が必要です。）

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

２日(水)　絵 手 紙
４日(金)　いきいき体操
９日(水)　折 り 紙
21日(月)　う た の 会
22日(火)　ゆうゆう体操
24日(木)　おしゃべり会

午前 10:00～午前 10:00～
３日(木)　囲碁ボール㊍
４日(金)　コミュニケーションマージャン
８日(火)　囲碁ボール㊋

午後 1:30～午後 1:30～

生きがい対応型
デイサービス
センターだより

10月の定例行事

囲碁・将棋　月７回程度
（日程はお問い合わせください）

午後 1:00～午後 1:00～

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

介護予防を目的とした体操やゲームを各公民館で
開催しています。60歳以上の人が参加できます。
お気軽にご参加ください。

日　程：10月7日(月)･ 11月11日(月)
　　　　12月9日(月)
時　間：13:30～15:30

参加費：各150円　　定　員：各15名
申込締切：開催日の3日前まで

北浜公民館　2階　集会室北浜公民館　2階　集会室

日　程：10月10日(木)･11月14日(木)
時　間：13:30～15:30

曽根公民館　2階　講堂曽根公民館　2階　講堂

日　程：10月15日(火)･11月19日(火)
　　　　12月17日(火)
時　間：13:30～15:30

米田公民館　1階　集会室米田公民館　1階　集会室

講師を招き『エンディングノート』
の活用の仕方について学びます。
日　時：10月18日(金) 
　　　　10:00～11:45
参加費：100円
定　員：20名
申込締切：10月15日(火)

デイサービスセンター（高砂町東浜町）

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

①会員登録をします。
　（入会説明会もしくは個別説明を受けていただきます）
②センターに援助依頼の電話をします。
③センターは援助可能な提供・両方会員をご紹介します。
④会員同士で事前打ち合わせをします。
⑤活動終了後、会員同士で利用料金の受け渡しをします。

ファミサポを利用するにはファミサポを利用するには

利 用 料 金利 用 料 金

　子育て中のお父さん、お母さん「ちょっ
と困ったな」ということありませんか？
　この説明会に参加すると登録できます。
　（登録料は無料です。）
〈日時〉10月26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〉30名
〈託児〉定員10名（要申込み）
〈締切〉10月24日(木)

700円

800円

800円

 7:00～19:00
 6:00～ 7:00
19:00～22:00
 6:00～22:00

月～金

月～金
土日・祝日
及び年末年始

最初の1時間まで

350円/30分

400円/30分

400円/30分

1時間を超える場合時　間活動日

第3回入会説明会

　昨年みなさまからお寄せいただいた募金は、一旦、兵庫県共同募金会で集約した後、翌年度に県
内の民間福祉施設や高砂市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。

(2,478,000円)
ひとり暮らし高齢者への見守り活動を兼ねた食
事サービス事業や、ふれあいいきいきサロン推
進事業を展開します。

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～

　12月より実施する「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。

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、助成金を返還していただきます

申請書類；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15日（金）7
※申請書類は、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

共同募金の使い道

❶地域福祉・在宅福祉推進事業

(1,040,000円)
市内の障がい者団体、ボランティア団体、NPO
団体等に対して、公募により運営費や行事開催
経費・備品購入費を助成します。また、母子生
活支援施設入居者に対する助成を行います。

❷地域福祉事業助成事業

(1,862,000円)
福祉への関心を高めてもらうことを目的に、「第
23回みんなの社協フェア」を11/3(日)に開催し
ます。

❸福祉啓発事業

（1,371,000円）
市内の小中学校及び高等学校に対し助成金を交
付し、児童、生徒に対する福祉教育を推進し
ます。 

❹福祉教育推進事業

(1,331,000円)
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啓発整備事業等、様々なボ
ランティアの養成・研修事業を行い、市内のボ
ランティア活動を推進します。 

❺ボランティア活動事業
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わく
わくフェスタわく
わくフェスタ

生きがい
セミナー
生きがい
セミナー

　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？

　市内在住のおおむね60歳以上で、介護保
険サービスを受けていない人を対象に、交
流や健康増進を図ることを目的とした様々
な行事を下記のとおり行っています。
　あなたもぜひ参加してみませんか？
　随時、見学も受け付けています。
（＊参加される際には、利用登録が必要です。）

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

２日(水)　絵 手 紙
４日(金)　いきいき体操
９日(水)　折 り 紙
21日(月)　う た の 会
22日(火)　ゆうゆう体操
24日(木)　おしゃべり会

午前 10:00～午前 10:00～
３日(木)　囲碁ボール㊍
４日(金)　コミュニケーションマージャン
８日(火)　囲碁ボール㊋

午後 1:30～午後 1:30～

生きがい対応型
デイサービス
センターだより

10月の定例行事

囲碁・将棋　月７回程度
（日程はお問い合わせください）

午後 1:00～午後 1:00～

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

介護予防を目的とした体操やゲームを各公民館で
開催しています。60歳以上の人が参加できます。
お気軽にご参加ください。

日　程：10月7日(月)･ 11月11日(月)
　　　　12月9日(月)
時　間：13:30～15:30

参加費：各150円　　定　員：各15名
申込締切：開催日の3日前まで

北浜公民館　2階　集会室北浜公民館　2階　集会室

日　程：10月10日(木)･11月14日(木)
時　間：13:30～15:30

曽根公民館　2階　講堂曽根公民館　2階　講堂

日　程：10月15日(火)･11月19日(火)
　　　　12月17日(火)
時　間：13:30～15:30

米田公民館　1階　集会室米田公民館　1階　集会室

講師を招き『エンディングノート』
の活用の仕方について学びます。
日　時：10月18日(金) 
　　　　10:00～11:45
参加費：100円
定　員：20名
申込締切：10月15日(火)

デイサービスセンター（高砂町東浜町）

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

①会員登録をします。
　（入会説明会もしくは個別説明を受けていただきます）
②センターに援助依頼の電話をします。
③センターは援助可能な提供・両方会員をご紹介します。
④会員同士で事前打ち合わせをします。
⑤活動終了後、会員同士で利用料金の受け渡しをします。

ファミサポを利用するにはファミサポを利用するには

利 用 料 金利 用 料 金

　子育て中のお父さん、お母さん「ちょっ
と困ったな」ということありませんか？
　この説明会に参加すると登録できます。
　（登録料は無料です。）
〈日時〉10月26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〉30名
〈託児〉定員10名（要申込み）
〈締切〉10月24日(木)

700円

800円

800円

 7:00～19:00
 6:00～ 7:00
19:00～22:00
 6:00～22:00

月～金

月～金
土日・祝日
及び年末年始

最初の1時間まで

350円/30分

400円/30分

400円/30分

1時間を超える場合時　間活動日

第3回入会説明会
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善意銀行寄附状況
2013.8.1～8.31

～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 
地区 氏　　名 金額（円) 備　　考

高　砂

荒　井

伊　保

曽　根

米　田

阿弥陀
その他

地域ふれあいの会高砂
駅前フロ゙ックへ5,000円

亡夫の供養

※郵送

10,000

2,000
30,000

26,100 
1,162
50,000
10,000
10,000
3,180
1,000
5,000

・無料貸出用車いすの購入
・市内小・中学校の生徒（低所得者世帯）
　への修学旅行費の助成
・無年金の施設入所者への見舞金
・ボランティア活動の推進
・子育て支援事業の充実　等

匿 名

玉 野 　 俊 行
匿 名
高 砂 げ んき 村
利 用 者 一 同
出 口
匿 名
匿 名
匿 名
西 村 　 須 美 子
神 吉 　 道 子
治 夫

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

善意銀行への寄附金は次のような
福祉事業に役立てられています

※敬称略

ー物品の部ーー物品の部ー
匿名…傘2本（新品）

ー外国コイン・古切手・使用済みカード等ーー外国コイン・古切手・使用済みカード等ー
久保工務所・高砂商工会議所・新井建設㈱・㈱優和・米田公民館
カネカ保険センター㈱高砂営業所・はりまエスペラント会
高砂今市郵便局・高砂市役所福祉部生活福祉課
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
佐藤 淳子・田原迫 真理・松岡 道男・匿名   

【東日本大震災救援募金者名簿】
※平成25年8月1日～8月31日まで受付分（敬称略）
荒井町ふれあい夏まつり実行委員会　12,642円

83.7％の加入率、5,587,500円のご協力をいただきました。83.7％の加入率、5,587,500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）会費地域福祉活動を支える社協普通（住民）会費

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のまちづくり事業の財源と
なります。
　また、ひとり暮らし高齢者食事サービス事業、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。

地　区

高　砂

荒　井

伊　保

中　筋

曽　根

米　田

阿弥陀

北　浜

合　計

昨年度実績

対象世帯数

　3,354

　3,962

　5,251

　2,380

　4,055

　8,945

　3,591

　1,850

33,388

33,386

加入口数

　2,772.0

　3,911.0

　4,488.0

　2,004.0

　3,451.0

　6,485.0

　3,225.5

　1,601.0

27,937.5

28,007.1

納入額(円)

　554,400

　782,200

　897,600

　400,800

　690,200

1,297,000

　645,100

　320,200

5,587,500

5,601,420

加入率(％)

82.6 

98.7 

85.5 

84.2 

85.1 

72.5 

89.8 

86.5 

83.7 

83.9 

（平成25年 9 月12日現在）

平成25年度社協普通(住民)会員推進状況(報告)平成25年度社協普通(住民)会員推進状況(報告)

～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、７月～８月に開催された活動の一部をご紹介します。～

音楽療法士による歌とおしゃべりを
楽しんだ後、冷たいわらび餅を頂く

◆伊保町
　梅井福祉部会(７月２日)

食事会で近況報告した後、今後の企画につ
いてたくさんのアイデアが飛び出し盛り上がる

◆荒井町
　紙町・紙町労金福祉部会(７月17日)

高砂マジッククラブによる手品に感
心し、やすきよ漫才の上映会で大笑い

◆高砂町
　第８福祉部会(７月21日)

ゲームを楽しみ食事会で歓談した
後、体操で身体をほぐしてリラックス

◆中筋校区
　中筋１丁目福祉部会(７月17日)

七夕の飾りつけやうちわ作りをした
後、スイカを頂き歓談

◆米田町
　米田福祉部会(７月21日)

地域の方を迎えて定例喫茶を開催、手
作りのサンドイッチと羊羹で会話が弾む

◆米田町
　美保里福祉部会(８月６日)

「ニューサンピア姫路ゆめさき」にバス旅行、
美味しい食事や温泉、楽しいゲームに大満足

◆阿弥陀町
　中所福祉部会(７月５日)

落語鑑賞で大笑いした後、食事会やリフレ
ッシュ体操、カラオケ等で大いに盛り上がる

◆阿弥陀町
　阿弥陀東福祉部会(７月13日)

ペットボトルの手作りボーリングで、倒れ
たピンの数だけお菓子を頂き大盛り上がり

◆阿弥陀町
　北池福祉部会(７月19日)

七夕の短冊に願い事を書いた後、手作りの冷や
ししるこを頂き、ゲームや童謡等で楽しいひととき

◆阿弥陀町
　魚橋福祉部会(７月12日)

フラダンス同好会の演技を鑑賞し、
爽やかで華やかな夏の気分を味わう

◆北浜町
　牛谷東福祉部会(７月７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。

池大神社祭典で、輪投げや福引き等の
催しに子どもから高齢者まで参加し楽しむ

◆阿弥陀町
　南池福祉部会(７月13日)
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善意銀行寄附状況
2013.8.1～8.31

～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 
地区 氏　　名 金額（円) 備　　考

高　砂

荒　井

伊　保

曽　根

米　田

阿弥陀
その他

地域ふれあいの会高砂
駅前フロ゙ックへ5,000円

亡夫の供養

※郵送

10,000

2,000
30,000

26,100 
1,162
50,000
10,000
10,000
3,180
1,000
5,000

・無料貸出用車いすの購入
・市内小・中学校の生徒（低所得者世帯）
　への修学旅行費の助成
・無年金の施設入所者への見舞金
・ボランティア活動の推進
・子育て支援事業の充実　等

匿 名

玉 野 　 俊 行
匿 名
高 砂 げ んき 村
利 用 者 一 同
出 口
匿 名
匿 名
匿 名
西 村 　 須 美 子
神 吉 　 道 子
治 夫

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

善意銀行への寄附金は次のような
福祉事業に役立てられています

※敬称略

ー物品の部ーー物品の部ー
匿名…傘2本（新品）

ー外国コイン・古切手・使用済みカード等ーー外国コイン・古切手・使用済みカード等ー
久保工務所・高砂商工会議所・新井建設㈱・㈱優和・米田公民館
カネカ保険センター㈱高砂営業所・はりまエスペラント会
高砂今市郵便局・高砂市役所福祉部生活福祉課
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
佐藤 淳子・田原迫 真理・松岡 道男・匿名   

【東日本大震災救援募金者名簿】
※平成25年8月1日～8月31日まで受付分（敬称略）
荒井町ふれあい夏まつり実行委員会　12,642円

83.7％の加入率、5,587,500円のご協力をいただきました。83.7％の加入率、5,587,500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）会費地域福祉活動を支える社協普通（住民）会費

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のまちづくり事業の財源と
なります。
　また、ひとり暮らし高齢者食事サービス事業、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。

地　区

高　砂

荒　井

伊　保

中　筋

曽　根

米　田

阿弥陀

北　浜

合　計

昨年度実績

対象世帯数

　3,354

　3,962

　5,251

　2,380

　4,055

　8,945

　3,591

　1,850

33,388

33,386

加入口数

　2,772.0

　3,911.0

　4,488.0

　2,004.0

　3,451.0

　6,485.0

　3,225.5

　1,601.0

27,937.5

28,007.1

納入額(円)

　554,400

　782,200

　897,600

　400,800

　690,200

1,297,000

　645,100

　320,200

5,587,500

5,601,420

加入率(％)

82.6 

98.7 

85.5 

84.2 

85.1 

72.5 

89.8 

86.5 

83.7 

83.9 

（平成25年 9 月12日現在）

平成25年度社協普通(住民)会員推進状況(報告)平成25年度社協普通(住民)会員推進状況(報告)
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高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

発達障がい児・者サポート
ボランティア入門教室
発達障がい児・者サポート
ボランティア入門教室

発達障がい児・者の支援を目的としてサポートす
るボランティアを養成するために開催します。
期　間：11月21日(木)～12月12日(木)
　　　　全4回
場　所：福祉保健センター 3階 会議室1
　　　　市内福祉施設、他
対　象：発達障がい児・者への理解を深めたい方
　　　　ボランティア活動に興味のある方
　　　　20名　
参加費：500円
締　切：11月14日(木）

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

～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～

日頃の介護の悩みや疑問など専門職との懇談を
通じて相談に応じます
日頃の介護の悩みや疑問など専門職との懇談を
通じて相談に応じます

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
「いるかの会」

日　時：10月18日(金)13:30～15:00
内　容：地域包括支援センター・協力センター
　　　　専門職との交流会

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
日　時：11月16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、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

高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

ひとり暮らし高齢者食事サービス事業
見積参加事業者の募集について（お知らせ）
ひとり暮らし高齢者食事サービス事業
見積参加事業者の募集について（お知らせ）
　社会福祉協議会では、高齢者福祉の向上を目
的に、概ね65歳以上のひとり暮らし高齢者を
対象に栄養面に配慮した食事の提供と安否確認
を兼ねた配食事業を実施しています。
　この度、平成26年4月1日から3年間の調
理・配食業務委託事業者の選定にあたり、見積
参加事業者を募集します。
　詳しくは、下記までお問合せいただくか本会
ホームページをご確認ください。

問合せ先

高砂市ボランティア活動センター
☎442-4047

問合せ先

☎090-4769-1978（浅原まで）

～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～

美味しく食べて免疫力UP！健康料理教室美味しく食べて免疫力UP！健康料理教室
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(木)10:00～14:00
場　所：中央公民館 2階 調理室
対　象：概ね50歳以上の方　
内　容：調理実習と健康講話
講　師：高砂いずみ会 会長 冨士原恵子 氏
参加費：500円（材料費）
定　員：15名（定員になり次第締め切り）
持ち物：エプロン・ふきん・三角巾（バンダナ

でも可)・筆記用

耳より
ホットライン
耳より
ホットライン

申込み・問合せ先

～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～

高砂市支えあう介護者の会
「すずらんの会」

高砂市支えあう介護者の会
「すずらんの会」

日　時：10月23日(水)13:30～15:00
場　所：福祉保健センター 1階 栄養指導実習室
内　容：お菓子づくり

申込み・問合せ先
高砂市保健センター
☎443-3936
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