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～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～ 平成26年
(2014年)しゃ きょう

月号月号3
4がつ生

紫合 絆那ちゃん

3がつ生

池野 秀樹ちゃん

4がつ生

小田 陽稀ちゃん

4がつ生

藤原 悠俐ちゃん
7がつ生

小南 向陽ちゃん

8がつ生

長井 陽弥ちゃん

7がつ生

藤田 一華ちゃん 10がつ生

田中 茉理愛ちゃん

11がつ生

三輪 隼ちゃん

12がつ生

原 心優莉ちゃん

9がつ生

橋本 真怜ちゃん

7がつ生

𠮷田 愛星ちゃん
8がつ生

岩﨑 彬人ちゃん

8がつ生

長尾 謠ちゃん

11がつ生

児嶋 柊ちゃん

2がつ生

小岩 あいちゃん

平成25年生まれのおともだち

元気ですくすく大きくなるリン♪

たくさんのご応募ありがとうございました。

P2・3 社協会員会費のお礼

P4 福祉教育の取組み

P7 歳末たすけあい運動のお礼
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平成25年度

賛助･団体会員へご加入いただき
ありがとうございました。

賛助･団体会員へご加入いただき
ありがとうございました。

　今年度も、各事業所・各種団体の方々にご協力いただき、厚くお礼申しあげます。また、加入促進
にご尽力をいただきました各地区役員の皆様、誠にありがとうございました。
　皆様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活用させていただきます。

小北歯科医院▷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▷かき幸▷㈱池田▷庄司㈱▷播磨環境管理センター㈱▷中島美術工芸▷三菱製紙㈱高砂工場▷小森電機産業
㈱▷神戸ダイヤサービス㈱▷川上神経内科▷高砂栄町郵便局▷㈱三井住友銀行高砂支店▷姫路信用金庫高砂支店▷
大永観光㈱▷高砂交通㈱▷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▷NC西日本パイ
ル製造㈱▷マツバ商事㈱

高　砂（36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㈲▷㈲高木商事▷㈱池本▷川森医院▷山名眼科
▷㈱西山商店▷高砂北部開発㈱▷㈱貝塚工務店▷秋山内科医院▷COFFEE LOUNGE FLEUR▷㈱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▷黒崎播磨㈱
高砂不定形工場▷三菱重工業㈱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▷大成エンジニアリング㈱▷中野プランツ㈱▷㈱リョーサン▷髙安商店▷㈱トクラ▷
㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター高砂中央

荒　井（38社）

兵庫南農業協同組合伊保支店▷モリミツ歯科クリニック▷泉外科医院▷ササモト医院▷松本医院▷さかい眼科▷㈱
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▷大森産婦人科医院▷友田神経内科▷
山名小児科医院▷㈱ノザワ高砂工場▷㈱萬山土建工業所▷つくだ整形外科▷㈱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㈱関
西工場高砂事業所▷電源開発㈱高砂火力発電所▷平津産業㈱

伊　保（29社）

行政自動車サービス▷㈱不動産センター・タイヨー▷坂谷歯科医院▷沖縄徳洲会高砂西部病院▷大北牛尾クリニッ
ク▷岡田工業㈱▷はりま自動車教習所▷村上歯科医院

中　筋（８社）

㈱三和テクノ▷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㈱▷東洋紡績㈱高砂工場▷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▷㈱高砂地域ケアサポート デイサービス けんちゃん家

曽　根（25社）

かねむら歯科医院▷金村医院▷寺西内科▷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▷小野耳鼻咽喉科医院▷㈱岸本印刷所▷魚川医院▷フジマサ機工㈱▷㈱近貨 播磨営業所▷
山喜産業㈱高砂営業所▷イモト歯科医院▷トーアスジェット㈱▷黒瀬㈱▷㈱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▷山本歯科医院▷協働工業
㈱▷高砂塩市郵便局▷ヤング開発㈱▷藤原歯科医院▷日本機設工業㈱▷モリス㈱▷宝殿石材事業協同組合▷土井建
設㈱▷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▷蕃画廊▷サン工業用品㈱▷㈱嶋谷
▷四つ葉合同会社 ほのぼの訪問介護ステーション▷㈱明愛 明愛訪問看護ステーション

米　田（41社）

賛助会員（企業) （順不同・敬称略）

㈲松本銃砲火薬店▷㈱大西エンジニアリング▷はぎはら内科医院▷㈱大日製作所▷佐野栄作歯科医院▷㈱東洋金属
熱錬工業所▷昭和産業㈱▷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（12社）

伊藤クリーニング▷㈱Ｔ.クレスト デイサービス つくし野
北　浜（２社）

関西医療㈱▷㈱コスモライフ▷㈱フジヤ號▷司法書士石原清博
市　外（４社）

高砂市連合自治会▷高砂市連合婦人会▷高砂市民生委員・児童委員協議会▷高砂市老人クラブ連合会▷高砂市子ど
も会育成会連絡協議会▷高砂市保護司会▷高砂市体育協会▷高砂市スポーツ推進委員会▷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▷高砂市医師会▷高砂市身障者福祉協会▷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▷高砂市手をつなぐ育
成会▷兵庫県自閉症協会高砂ブロック▷高砂市肢体不自由児者親の会▷高砂市ボランティア活動センター登録団体
（者）連絡会▷ボーイスカウト高砂第2団▷ガールスカウト兵庫県第71団▷高砂市はり・灸マッサージ師会▷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▷さいしゅうじこども園▷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▷認定こども園正蓮寺保育園正蓮寺幼稚園▷母子生活支援
施設「そねホーム」▷養護老人ホーム「高砂荘」▷あすなろ学園▷あかりの家▷竜山会ステップハウス▷ひまわり
宝殿トリトン▷サンリットひまわり園▷常寿会▷めぐみ苑▷のじぎくの里▷ハーモニー園▷播磨高砂苑▷高砂白寿
苑▷鹿島の郷▷デイサービスセンターそわか▷デイサービスえんがわ▷希望訪問看護ステーション▷生き活きリハ
センター▷グループホーム生き活き▷生き活きデイサービス▷ほほえみ訪問看護ステーション▷東高砂介護相談セ
ンター▷障害者支援施設自立支援センター「むさしの里」▷東播磨地区人工呼吸器をつけた子の親の会▷高砂ダウ
ン症児親の会▷ささえあう介護者の会「すずらんの会」▷認知症の人をささえる家族の会「いるかの会」▷ほっと
ぴゅあ▷ビーンズクラブ▷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▷コープ高砂ふれあい食事の会▷コスモス▷石田ファミリー会▷
はぎグループ▷高砂児童福祉ボランティア▷VGハーモニー▷むつみ会▷高砂手話サークルのじぎく会▷淡交会▷
高砂六星会▷高砂ちびダンボ▷高砂マジッククラブ▷防災リーダーたかさご▷ちどり文庫▷まちの寺小屋ベイ▷児
童デイサービスアンソレイエ▷ボランティア24▷播磨しらさぎ

各種団体（89団体）

てのひら▷花と緑のまちづくり高砂▷こども発達サポートセンター▷高砂▷タンポポ福祉会▷のじぎく高砂▷高砂
ワークハウスつばさ▷高砂海文化21C▷Renaissance高砂

特定非営利活動法人（NPO）（９団体）

　社協だより258号について、文
中に誤記がありましたので、下記
のとおり訂正いたします。

表紙右下
（誤）米寿（99歳）白寿（88歳）
（正）白寿（99歳）米寿（88歳）

　今回の不手際につきまして深く
お詫び申しあげます。

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】

会員数
（社・団体）

平成25年度 平成24年度

会費額
（円)【B】

前年度比較
【A－B】

（平成26年２月10日現在)

415,000
773,000
173,000
153,000
131,000
21,000
100,000
127,000
39,000
5,000
24,000

1,188,000

98
195
36
38
29
8
25
41
12
2
4

293

101
192
36
36
29
8
25
41
13
1
3

293

418,000
754,000
172,000
147,000
123,000
24,000
94,000
130,000
46,000
4,000
14,000

1,172,000

▲3,000
19,000
1,000
6,000
8,000

▲3,000
6,000

▲3,000
▲7,000
1,000
10,000
16,000

社協だより258号の
訂正とお詫び
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平成25年度

賛助･団体会員へご加入いただき
ありがとうございました。

賛助･団体会員へご加入いただき
ありがとうございました。

　今年度も、各事業所・各種団体の方々にご協力いただき、厚くお礼申しあげます。また、加入促進
にご尽力をいただきました各地区役員の皆様、誠にありがとうございました。
　皆様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活用させていただきます。

小北歯科医院▷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▷かき幸▷㈱池田▷庄司㈱▷播磨環境管理センター㈱▷中島美術工芸▷三菱製紙㈱高砂工場▷小森電機産業
㈱▷神戸ダイヤサービス㈱▷川上神経内科▷高砂栄町郵便局▷㈱三井住友銀行高砂支店▷姫路信用金庫高砂支店▷
大永観光㈱▷高砂交通㈱▷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▷NC西日本パイ
ル製造㈱▷マツバ商事㈱

高　砂（36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㈲▷㈲高木商事▷㈱池本▷川森医院▷山名眼科
▷㈱西山商店▷高砂北部開発㈱▷㈱貝塚工務店▷秋山内科医院▷COFFEE LOUNGE FLEUR▷㈱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▷黒崎播磨㈱
高砂不定形工場▷三菱重工業㈱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▷大成エンジニアリング㈱▷中野プランツ㈱▷㈱リョーサン▷髙安商店▷㈱トクラ▷
㈱ニチイ学館 ニチイケアセンター高砂中央

荒　井（38社）

兵庫南農業協同組合伊保支店▷モリミツ歯科クリニック▷泉外科医院▷ササモト医院▷松本医院▷さかい眼科▷㈱
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▷大森産婦人科医院▷友田神経内科▷
山名小児科医院▷㈱ノザワ高砂工場▷㈱萬山土建工業所▷つくだ整形外科▷㈱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㈱関
西工場高砂事業所▷電源開発㈱高砂火力発電所▷平津産業㈱

伊　保（29社）

行政自動車サービス▷㈱不動産センター・タイヨー▷坂谷歯科医院▷沖縄徳洲会高砂西部病院▷大北牛尾クリニッ
ク▷岡田工業㈱▷はりま自動車教習所▷村上歯科医院

中　筋（８社）

㈱三和テクノ▷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㈱▷東洋紡績㈱高砂工場▷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▷㈱高砂地域ケアサポート デイサービス けんちゃん家

曽　根（25社）

かねむら歯科医院▷金村医院▷寺西内科▷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▷小野耳鼻咽喉科医院▷㈱岸本印刷所▷魚川医院▷フジマサ機工㈱▷㈱近貨 播磨営業所▷
山喜産業㈱高砂営業所▷イモト歯科医院▷トーアスジェット㈱▷黒瀬㈱▷㈱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▷山本歯科医院▷協働工業
㈱▷高砂塩市郵便局▷ヤング開発㈱▷藤原歯科医院▷日本機設工業㈱▷モリス㈱▷宝殿石材事業協同組合▷土井建
設㈱▷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▷蕃画廊▷サン工業用品㈱▷㈱嶋谷
▷四つ葉合同会社 ほのぼの訪問介護ステーション▷㈱明愛 明愛訪問看護ステーション

米　田（41社）

賛助会員（企業) （順不同・敬称略）

㈲松本銃砲火薬店▷㈱大西エンジニアリング▷はぎはら内科医院▷㈱大日製作所▷佐野栄作歯科医院▷㈱東洋金属
熱錬工業所▷昭和産業㈱▷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（12社）

伊藤クリーニング▷㈱Ｔ.クレスト デイサービス つくし野
北　浜（２社）

関西医療㈱▷㈱コスモライフ▷㈱フジヤ號▷司法書士石原清博
市　外（４社）

高砂市連合自治会▷高砂市連合婦人会▷高砂市民生委員・児童委員協議会▷高砂市老人クラブ連合会▷高砂市子ど
も会育成会連絡協議会▷高砂市保護司会▷高砂市体育協会▷高砂市スポーツ推進委員会▷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▷高砂市医師会▷高砂市身障者福祉協会▷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▷高砂市手をつなぐ育
成会▷兵庫県自閉症協会高砂ブロック▷高砂市肢体不自由児者親の会▷高砂市ボランティア活動センター登録団体
（者）連絡会▷ボーイスカウト高砂第2団▷ガールスカウト兵庫県第71団▷高砂市はり・灸マッサージ師会▷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▷さいしゅうじこども園▷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▷認定こども園正蓮寺保育園正蓮寺幼稚園▷母子生活支援
施設「そねホーム」▷養護老人ホーム「高砂荘」▷あすなろ学園▷あかりの家▷竜山会ステップハウス▷ひまわり
宝殿トリトン▷サンリットひまわり園▷常寿会▷めぐみ苑▷のじぎくの里▷ハーモニー園▷播磨高砂苑▷高砂白寿
苑▷鹿島の郷▷デイサービスセンターそわか▷デイサービスえんがわ▷希望訪問看護ステーション▷生き活きリハ
センター▷グループホーム生き活き▷生き活きデイサービス▷ほほえみ訪問看護ステーション▷東高砂介護相談セ
ンター▷障害者支援施設自立支援センター「むさしの里」▷東播磨地区人工呼吸器をつけた子の親の会▷高砂ダウ
ン症児親の会▷ささえあう介護者の会「すずらんの会」▷認知症の人をささえる家族の会「いるかの会」▷ほっと
ぴゅあ▷ビーンズクラブ▷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▷コープ高砂ふれあい食事の会▷コスモス▷石田ファミリー会▷
はぎグループ▷高砂児童福祉ボランティア▷VGハーモニー▷むつみ会▷高砂手話サークルのじぎく会▷淡交会▷
高砂六星会▷高砂ちびダンボ▷高砂マジッククラブ▷防災リーダーたかさご▷ちどり文庫▷まちの寺小屋ベイ▷児
童デイサービスアンソレイエ▷ボランティア24▷播磨しらさぎ

各種団体（89団体）

てのひら▷花と緑のまちづくり高砂▷こども発達サポートセンター▷高砂▷タンポポ福祉会▷のじぎく高砂▷高砂
ワークハウスつばさ▷高砂海文化21C▷Renaissance高砂

特定非営利活動法人（NPO）（９団体）

　社協だより258号について、文
中に誤記がありましたので、下記
のとおり訂正いたします。

表紙右下
（誤）米寿（99歳）白寿（88歳）
（正）白寿（99歳）米寿（88歳）

　今回の不手際につきまして深く
お詫び申しあげます。

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】

会員数
（社・団体）

平成25年度 平成24年度

会費額
（円)【B】

前年度比較
【A－B】

（平成26年２月10日現在)

415,000
773,000
173,000
153,000
131,000
21,000
100,000
127,000
39,000
5,000
24,000

1,188,000

98
195
36
38
29
8
25
41
12
2
4

293

101
192
36
36
29
8
25
41
13
1
3

293

418,000
754,000
172,000
147,000
123,000
24,000
94,000
130,000
46,000
4,000
14,000

1,172,000

▲3,000
19,000
1,000
6,000
8,000

▲3,000
6,000

▲3,000
▲7,000
1,000
10,000
16,000

社協だより258号の
訂正とお詫び
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わく
わくフェスタわく
わくフェスタ

紙粘土教室紙粘土教室

　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？
（参加される際には、利用登録が必要です。）
☆随時、見学受付中!!

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

５日(水)　絵 手 紙
７日(金)　いきいき体操
12日(水)　折 り 紙
17日(月)　う た の 会
25日(火)　ゆうゆう体操
27日(木)　おしゃべり会

午前 10:00～午前 10:00～
６日(木)　囲碁ボール㊍
11日(火)　囲碁ボール㊋
14日(金)　コミュニケーションマージャン

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

3月の定例行事 申込締切：いずれの行事も3日前まで

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～

日　程：3月13日(木)
時　間：9:30～11:30
参加費：150円　　定　員：30名

中央公民館　3階　講堂中央公民館　3階　講堂

申込締切：開催日の3日前まで

デイサービスセンターからのお誘い

日　時：3月28日(金)13:30～16:00
場　所：デイサービスセンター
参加費：400円　　定　員：20名
申込締切：3月25日(火)

今年の干支、午の置物を作りま
しょう

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

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

　今年度最後の交流会で「ティータイム」さんと一緒に楽しい時間
を過ごしましょう♪
〈日時〉3月17日(月)10:00～11:30
〈場所〉福祉保健センター3階　集会室
〈内容〉『くいしんぼうのあおむしくん』のお話やステキな音楽など
　 　　お楽しみがいっぱいです♪
〈対象〉ファミリーサポートセンター会員
　 　　子育て中の人、ファミリーサポートセンターに関心のある人
〈定員〉30組　〈締切〉3月14日(金)

　この説明会に参加されると登録できますので、この機会にご参加
ください。登録は無料です。
〈日時〉3月29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 対象：6ヵ月以上（要予約）
〈締切〉3月27日(木)

第5回入会説明会

　「子育てのヒント」を学び、子育てや子育
て支援に役立てませんか？
〈日時〉3月8日(土)10:00～11:30 
〈場所〉高砂市文化会館　展示集会室 
〈講師〉臨床心理士　新谷 敦子　氏
〈対象〉ファミリーサポートセンター会員
　　　　子育て中の人、子育て支援に関心
　　　　のある人
〈定員〉50名
〈託児〉定員10名
　　　　対象：6ヵ月以上(要予約）
〈締切〉3月6日(木)

お楽しみ交流会 平成25年度　子育てセミナー
『子育てに生かす気づきの力』

　「どんなことをしているんだろう」「私にも
できるかな」などと心配されている方、開催
行事は、未経験でもお一人でも、気軽に参加
できるものばかりです。ぜひ、一緒に楽しい
時間を過ごしましょう。詳しくは
電話にてお問い合わせください。
お待ちしています。

　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。今年度は、「米田小学校、鹿島中学校」の２校を福祉教育推進指定校とし支援しています。
今回は、それぞれの取り組みについてご紹介します。

17人のサンタ 鹿島中学校
　「メリークリスマス！」クリスマス会場に入ると、一気に注
がれる子供たちの視線に緊張感がマックス！キラキラした瞳で
私たちを見る子供たちの前でクリスマスソングをみんなで大合
唱。すると子供たちも一緒になって…。高砂児童学園と鹿島中
生徒会の夢のコラボが実現しました。マイク片手に熱唱する子。
奇抜な衣装でダンシングの子。同じキャラクターの着ぐるみで
楽しむ親子。みんな笑顔いっぱいでした。サンタからのプレゼ
ントは男の子にはミニカー、女の子にはキティの着せ替え人形
を、さっそく中身を取り出し遊んでいました。

　最後にみんなで写真を撮ってさよならすると
き、子供たちからのサプライズプレゼント（手作
りの首飾り）に今度は私達が感動！ほんとうに楽
しいひと時をプレゼントしてもらいました。子供
たちの笑顔に癒された時間でした。今年から始ま
ったイベント。鹿島中生徒会の年末恒例イベント
にしていきたいですね。

盲導犬とふれあって 米田小学校
　12月、兵庫盲導犬協会の青木さんと盲導犬のウィッ
シュ君を招いて、３年生が盲導犬ふれあい体験を行い
ました。事前に国語の授業で盲導犬について学んでい
た子どもたちも、まだまだ知らないことが多く、青木
さんのお話を興味深く聞いていました。実際に盲導犬
が訓練している様子を間近で見た子どもたちは、その
賢さに驚き、目を輝かせていました。また、視覚障が
い者に対するサポートの仕方も教えていただきまし

た。子どもたちの感想の中には、「視覚障がいをもつ人
がいたら、教えてもらったことを役立てたいです。」「盲
導犬の貯金箱に、積極的に募金したいと思いました。」「教
科書には載っていないことも教えてもらってすごく勉強
になりました。」などがありました。
　今回の学習が、いろいろなことで困っている人に出会
ったときの思いやりのある行動につながることを願って
います。

特集特集 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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紙粘土教室紙粘土教室

　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？
（参加される際には、利用登録が必要です。）
☆随時、見学受付中!!

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

５日(水)　絵 手 紙
７日(金)　いきいき体操
12日(水)　折 り 紙
17日(月)　う た の 会
25日(火)　ゆうゆう体操
27日(木)　おしゃべり会

午前 10:00～午前 10:00～
６日(木)　囲碁ボール㊍
11日(火)　囲碁ボール㊋
14日(金)　コミュニケーションマージャン

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

3月の定例行事 申込締切：いずれの行事も3日前まで

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～

日　程：3月13日(木)
時　間：9:30～11:30
参加費：150円　　定　員：30名

中央公民館　3階　講堂中央公民館　3階　講堂

申込締切：開催日の3日前まで

デイサービスセンターからのお誘い

日　時：3月28日(金)13:30～16:00
場　所：デイサービスセンター
参加費：400円　　定　員：20名
申込締切：3月25日(火)

今年の干支、午の置物を作りま
しょう

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

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

　今年度最後の交流会で「ティータイム」さんと一緒に楽しい時間
を過ごしましょう♪
〈日時〉3月17日(月)10:00～11:30
〈場所〉福祉保健センター3階　集会室
〈内容〉『くいしんぼうのあおむしくん』のお話やステキな音楽など
　 　　お楽しみがいっぱいです♪
〈対象〉ファミリーサポートセンター会員
　 　　子育て中の人、ファミリーサポートセンターに関心のある人
〈定員〉30組　〈締切〉3月14日(金)

　この説明会に参加されると登録できますので、この機会にご参加
ください。登録は無料です。
〈日時〉3月29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 対象：6ヵ月以上（要予約）
〈締切〉3月27日(木)

第5回入会説明会

　「子育てのヒント」を学び、子育てや子育
て支援に役立てませんか？
〈日時〉3月8日(土)10:00～11:30 
〈場所〉高砂市文化会館　展示集会室 
〈講師〉臨床心理士　新谷 敦子　氏
〈対象〉ファミリーサポートセンター会員
　　　　子育て中の人、子育て支援に関心
　　　　のある人
〈定員〉50名
〈託児〉定員10名
　　　　対象：6ヵ月以上(要予約）
〈締切〉3月6日(木)

お楽しみ交流会 平成25年度　子育てセミナー
『子育てに生かす気づきの力』

　「どんなことをしているんだろう」「私にも
できるかな」などと心配されている方、開催
行事は、未経験でもお一人でも、気軽に参加
できるものばかりです。ぜひ、一緒に楽しい
時間を過ごしましょう。詳しくは
電話にてお問い合わせください。
お待ちしています。
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善意銀行寄附状況
2014.1.1～1.31　※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 
地区 氏　　名 金額（円) 備　　考

高　砂

荒　井

伊　保

中　筋

曽　根

米　田

阿弥陀

北　浜
その他

100,000

2,000
358

1,824,875

3,240

604,300

937
620
1,000
17,108

60,000

10,000
856
5,230
10,000
10,000
259

20,152
2,328
5,000

カネカ労働組合
高 砂 支 部
玉 野 　 俊 行
荒 井 公 民 館
三菱重工業㈱
高 砂 製 作 所
自 由 空 間
Ｊ-POWER電源開発㈱
高砂火力発電所
中 央 公 民 館
中筋サービスコーナー
匿 名
曽 根 小 学 校
高砂市高齢者大学
松陽学園ＯＢ会
天 満 　 了
米 田 公 民 館
総 合 体 育 館
匿 名
匿 名
阿弥陀公民館
阿弥陀小学校
はぎグループ
治 夫 ※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

2013年度年末社会福祉カンパ金

善意の募金箱
第11回三菱重工チャリティコンサート
高砂市国際交流協会へ912,437円
皆様からの不用品の売上
わくわく感謝DAY売上金を
高砂市の福祉のために
善意の募金箱
善意の募金箱

お年玉募金

善意の募金箱
善意の募金箱

善意の募金箱
お年玉募金
三世代交流会の募金
※郵送

ー物品の部ーー物品の部ー
匿名……………紙おむつ2袋

三菱製紙労働組合高砂支部・セブン・イレブン高砂阿弥陀店
高砂公民館・中央公民館・曽根公民館・米田公民館
総合体育館・㈱優和・カネカ労働組合高砂支部
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
荒井 ひふみ・門野 康子・松岡 道男・多根 伸子・新田 徳全
匿名

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

△三菱重工業㈱高砂製作所 △Ｊ-POWER電源開発㈱高砂火力発電所

△カネカ労働組合高砂支部 △曽根小学校

ー善意銀行こぼれ話ーー善意銀行こぼれ話ー

　平成25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4,828,085円の募金が
集まりました。集まった募金は、地域福祉・在宅福祉
の推進に活用させていただきました。

　老若入り混じった餅つき大会、かけ声を力に杵を打つ子供達に負
けじと立ち上がる大人達、「もう一回！」の励ましもあり、きれい
な餅に仕上がりました。前日から準備していた豚汁も喜ばれ、鮮や
かな手捌きで焼そばを作る人もあり、カラオケも話も弾む楽しいひ
とときでした。共同募金から助成を戴いていることを報告し、趣向
を凝らしながら次回を楽しみに待つ一年、笑顔と感謝で散会しま
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！

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！

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！

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！

米　田
阿弥陀
北　浜
その他

地区名 募金額
（単位：円)

（平成26年２月10日現在)

863,085
489,000
332,900
1,000

高　砂
荒　井
伊　保
中　筋
曽　根

地区名 募金額

合　計

565,800
747,400
818,100
318,400
692,400 4,828,085

集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪
〈高砂町・船頭町自治会〉
三世代交流餅つき及びカラオケ大会（H25.12.22）

～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・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、12月～1月に開催された活動の一部をご紹介します。～

　喜劇王「藤山寛美」のビデオ鑑賞で泣
いたり笑ったりした後、食事会で談笑

◆荒井町
　千鳥福祉部会(12月15日)

　餅つきを楽しんだり、豚汁やぜんざいを
頂きながら、賑やかに三世代交流を図る

◆荒井町
　蓮池福祉部会(12月14日)

　マジックショーの観賞や、身体を動かすレクリエ
ーションで懇親の場が広がり、有意義なひととき

◆高砂町
　第１福祉部会(12月７日)

　伊保幼稚園児による歌と楽器演奏の
後、踊りやふれあい遊びで交流を深める

◆伊保町
　伊保東部福祉部会(12月18日)

　ビーンボウリングゲームやハンドベル
の演奏、くじ引き等で賑やかに過ごす

◆伊保町
　古沼福祉部会(12月３日)

　忘年会を開催、カラオケやビンゴ
ゲームで親睦を深める

◆米田町
　美保里福祉部会(12月12日)

　阿弥陀町出身、佐々木すぐる氏作曲の「阿弥陀音
頭」を練習後、カラオケ等で和気あいあいと過ごす

◆阿弥陀町
　阿弥陀東福祉部会(12月20日)

　お弁当とケーキを頂いた後、碁石ジャン
ケンゲームやビンゴゲームで大盛り上がり

◆阿弥陀町
　北山住宅福祉部会(12月22日)

　つきたての餅を頂いた後、フラダンスや南京
玉簾等盛りだくさんの催しで多世代交流を図る

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会(12月23日)

　地元老人クラブ「虹の会」による合唱発
表で、日頃の練習の成果を披露し大好評

◆北浜町
　牛谷東福祉部会(12月１日)

　警察署からの講話の後、自治会役員によるハンドベル
の演奏で盛り上がり、食事をして楽しいひと時を過ごす

◆北浜町
　北脇福祉部会(12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。

　「綾小路きみまろ」のDVDで大笑い
した後、ビンゴゲームと食事会で歓談

◆北浜町
　牛谷福祉部会(１月16日)
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善意銀行寄附状況
2014.1.1～1.31　※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 
地区 氏　　名 金額（円) 備　　考

高　砂

荒　井

伊　保

中　筋

曽　根

米　田

阿弥陀

北　浜
その他

100,000

2,000
358

1,824,875

3,240

604,300

937
620
1,000
17,108

60,000

10,000
856
5,230
10,000
10,000
259

20,152
2,328
5,000

カネカ労働組合
高 砂 支 部
玉 野 　 俊 行
荒 井 公 民 館
三菱重工業㈱
高 砂 製 作 所
自 由 空 間
Ｊ-POWER電源開発㈱
高砂火力発電所
中 央 公 民 館
中筋サービスコーナー
匿 名
曽 根 小 学 校
高砂市高齢者大学
松陽学園ＯＢ会
天 満 　 了
米 田 公 民 館
総 合 体 育 館
匿 名
匿 名
阿弥陀公民館
阿弥陀小学校
はぎグループ
治 夫 ※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

2013年度年末社会福祉カンパ金

善意の募金箱
第11回三菱重工チャリティコンサート
高砂市国際交流協会へ912,437円
皆様からの不用品の売上
わくわく感謝DAY売上金を
高砂市の福祉のために
善意の募金箱
善意の募金箱

お年玉募金

善意の募金箱
善意の募金箱

善意の募金箱
お年玉募金
三世代交流会の募金
※郵送

ー物品の部ーー物品の部ー
匿名……………紙おむつ2袋

三菱製紙労働組合高砂支部・セブン・イレブン高砂阿弥陀店
高砂公民館・中央公民館・曽根公民館・米田公民館
総合体育館・㈱優和・カネカ労働組合高砂支部
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
荒井 ひふみ・門野 康子・松岡 道男・多根 伸子・新田 徳全
匿名

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

△三菱重工業㈱高砂製作所 △Ｊ-POWER電源開発㈱高砂火力発電所

△カネカ労働組合高砂支部 △曽根小学校

ー善意銀行こぼれ話ーー善意銀行こぼれ話ー

　平成25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4,828,085円の募金が
集まりました。集まった募金は、地域福祉・在宅福祉
の推進に活用させていただきました。

　老若入り混じった餅つき大会、かけ声を力に杵を打つ子供達に負
けじと立ち上がる大人達、「もう一回！」の励ましもあり、きれい
な餅に仕上がりました。前日から準備していた豚汁も喜ばれ、鮮や
かな手捌きで焼そばを作る人もあり、カラオケも話も弾む楽しいひ
とときでした。共同募金から助成を戴いていることを報告し、趣向
を凝らしながら次回を楽しみに待つ一年、笑顔と感謝で散会しま
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！

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！

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！

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！

米　田
阿弥陀
北　浜
その他

地区名 募金額
（単位：円)

（平成26年２月10日現在)

863,085
489,000
332,900
1,000

高　砂
荒　井
伊　保
中　筋
曽　根

地区名 募金額

合　計

565,800
747,400
818,100
318,400
692,400 4,828,085

集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪集まった募金を助成した団体からありがとうメッセージが届きました♪♪
〈高砂町・船頭町自治会〉
三世代交流餅つき及びカラオケ大会（H25.12.22）
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申込み・問合せ先
高砂市ボランティア活動センター

☎442-4047

日　時：平成26年5月8日（木）～7月10日（木）
　　　　全11回
場　所：高砂市福祉保健センター 3階 会議室1
参加費：1,000円（テキスト代別途1,000円）
対　象：要約筆記やボランティア活動に興味の

ある人
定　員：15名　
締　切：5月1日（木）

～聴覚障害者に言葉を文字に換えて伝える
　　　　　要約筆記を学んでみませんか～
～聴覚障害者に言葉を文字に換えて伝える
　　　　　要約筆記を学んでみませんか～

要約筆記ボランテイア養成講座要約筆記ボランテイア養成講座

内　容：外来案内
外来の患者さんに受付の案内や車いす
の介助のお手伝いなどをする活動です。

日　時：毎週木曜日 9：00～12：00

高砂市民病院ボランティア高砂市民病院ボランティア

日　時：5月11日（日）10：00～15：30
場　所：高砂市青年の家
対　象：ボランティア活動に興味のある方、障

がいのある方
　　　　いろんな人と交流してみたい方など
定　員：100名　
締　切：5月１日（木）
参加費：500円（昼食代）

障がい者とボランティアがレクリエーション
を通して、交流を図ります。
みんなで、楽しい一日を過ごしましょう！

障がい者とボランティアがレクリエーション
を通して、交流を図ります。
みんなで、楽しい一日を過ごしましょう！

みんなでこころみ楽リエーション２０１４みんなでこころみ楽リエーション２０１４

～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
「いるかの会」

日　時：3月19日(水)11：30～14：00
場　所：福祉保健センター 3階 会議室1
内　容：ランチをしながら「お話し会」
参加費：500円（昼食代）
定　員：20名（定員になり次第締め切り）

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会
☎444-3020

昼食を囲んで親睦交流や情報交換を行います昼食を囲んで親睦交流や情報交換を行います

日　時：4月6日(日)13:00～15:00
場　所：福祉保健センター 2階 障がい児室
内　容：日頃の思いを語り合います
参加費：100円（お茶代）

若年性認知症の本人や家族、サポートしてくれ
る仲間の集いです
若年性認知症の本人や家族、サポートしてくれ
る仲間の集いです

若年性認知症の本人とその家族の集い
「子いるかの会」

若年性認知症の本人とその家族の集い
「子いるかの会」

申込み先
高砂市民病院総務課
☎442-3891

耳より
ホットライン
耳より
ホットライン

～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：3月13日(木)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

問合せ先

4月から新年度です。お早めにご加入ください！！

高砂市ボランティア活動センター
☎442-4047

平成26年度 ボランティア市民活動・災害共済のご案内
3月1日土より3月1日土より加入受付

＊詳しい内容および加入受付につきましては、高砂市ボラ
ンティア活動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26年４月１日～平成27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
になります。

掛 け 金

補償期間

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
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