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平成２６年
（２０１４年）
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6月1日は善意の日
〜みなさまのあたたかい善意をお待ちしています〜

〈荒井小学校〉

善意銀行への寄附金はどのように役立つの？

1

P2

社協会員会費のお願い

P3

〜安心して地域で暮らすため
にぜひご利用ください〜
福祉サービス利用援助事業

P6

小地域福祉活動写真展
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例えば、右の写真のように車いすを
購入し、在宅で車いすを必要として
いる方への貸出をします。また、市
内の小・中学校の生徒（低所得者世
帯）への修学旅行費の助成や無年金
者の施設入所者への見舞金等に活用
しています。
この機関誌は共同募金配分金により発行しています

会費は「福祉のまちづくり」を進めるとても大切な財源です

社協会員会費のお願い
高砂市においても少子高齢化が進行しています。このような中
で、誰もが住み慣れた地域でいきいきと暮らしていけるよう、地域
福祉の充実が求められています。福祉が充実しているまちは、住み
よいまちです。
そのようなまちにするために、社協では、一人でも多くの市民の
皆様に地域福祉に関わっていただき、地域における課題を共有する
とともに、課題の解決と地域福祉向上への取り組みを進めてまいり
ます。
社協の地域福祉活動を支える社協会員会費についてご賛同いた
だきますよう、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

自治会を通じて社協普通（住民）会員加入のご案内をさせていただきます
◆普通（住民）会員会費 ……………

１世帯１口以上

200円

◆賛助会員（会社、法人等）…………………

１口以上 2,000円

◆団体会員（福祉団体等）……………………

１口以上 2,000円

社協会費はこのような活動に活用されています
ご協力いただく会費は、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、い
わば「地域支え合い協力金」です。この貴重な財源をもとに、地域への還元に配慮した事業を実施
し、地域福祉を推進していくのが社協活動です。
平成25年度は、普通(住民)会費5,587,700円、賛助・団体会費1,188,000円のご賛同をいただきま
した。この財源は、社協が実施する「ふれあいのまちづくり事業」、「広報・啓発事業」と会員制
度に必要な「事務経費」に充当しています。

ふれあいのまちづくり事業
地域福祉推進事業として、普通会費
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を
推進します。
・町（校区）福祉推進委員会、小地域
福祉活動推進事業
・ひとり暮らし高齢者食事サービス
事業
・在宅福祉・地域福祉活動用器材の貸
与整備事業

広報・啓発事業
福祉サービスや諸制度、地域福祉活動等
を市民にわかりやすく情報提供します。
・社協だよりやホームページによる情報提
供
・社協だより配布見守り事業

事務経費
会員会費に要する事務経費
(チラシ・領収書印刷代など)
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〜安心して地域で暮らすためにぜひご利用ください！〜

福祉サービス利用援助事業

（日常生活自立支援事業）

〜認知症高齢者Aさんの事例から〜

Aさんは一人暮らし。これまでは、なんでも自分でされてきましたが、認知症の症状がでて
きたため、家賃を滞納したり通帳や印鑑を何度も紛失する等、自分で金銭管理をすることが
難しくなりました。金融機関や地域包括支援センターからの相談で、Aさんと何回も面談を
重ねて、本事業を利用することになりました。現在は、定期的な訪問により生活費を４回に
分けてお渡しすることや、通帳や印鑑を社協に預けることで紛失の心配がなくなり、安心し
て生活ができるようになりました。
※ Aさんのように自立生活が難しいと思われる人でも、本事業を利用することで、住み慣
れた地域で自分らしく暮らし続けることができます。

こんな不安はありませんか？
①
②
③

お金のやりとりや預金の出し入れに自信がありません。
通帳や印鑑をなくしてしまいます。
福祉サービスの利用手続きがわかりません。

社会福祉協議会へ相談：職員が本人宅等を訪問して面談を行い、
お手伝いの内容を相談します。

契

約

お手伝いの内容が納得のいくものであれば、ご本人と契約を結びます。

お手伝い開始：職員（生活支援員）が定期的に訪問し、お手伝いをします。
このようなお手伝いをします！
① 生活に必要なお金を金融機関で払い戻したり、公共料金や家賃、福祉サービスの利用料な
どの支払いをします。また、通知物を確認し、手続きが必要なときはお手伝いをします。
② 通帳や印鑑、公的書類を自分で管理することに不安がある場合は預かることができます。
③ 福祉サービスを利用したいときに相談を受けたり、本人の意向をふまえて利用できるよう
に手続きのお手伝いをします。

〈利用できる方は？〉

ご自宅やグループホーム、ケアハウスで生
活され、判断能力に不安のある高齢者、知的
障がい者、精神障がい者の人で本人の利用意
思が確認できる人。

〈利用料はいくらかかるの？〉

この事業の利用に関する相談・訪問は無料
です。契約後お手伝いが始まると、1時間500
円の利用料がかかります。
※生活保護を受給されている人は無料です。

☆その他にもこんな安心！

定期訪問や郵便物・書類の確認が、訪問販売等のトラブル防止に。

相談・問合せ先
3
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高砂市社会福祉協議会（地域福祉・在宅福祉担当） ☎ ４４４-３０２０

の

年間国家公務員として
勤め︑２００５年に退職
後︑自宅で妻とともに学習塾
を開きました︒塾には不登校
の中学生が何人かおり︑子ど
もや保護者らの相談を受け
て︑解決に向けて各種方面に
も働きかけましたが︑﹁塾の
先生は関係ない﹂と部外者扱
いをされ︑﹁私的な活動では
限界がある﹂と考えてＮＰＯ
法人を設立し不登校問題に取
り組むこととしました︒

定期的に﹁親の会﹂を開くとともにプライベ
ートなご相談にも応じています︒
まず︑本人の状況や保護者の方の思いを聞き︑
学校の先生方や友人の協力を得ながら早期解決に
持っていくことが大切です︒しかし︑保護者の方
と私たちだけで早期に解決するのはなかなか困難
です︒不登校問題はあまり表面に現れてきません
が︑全国に 万人近い不登校生︵小中学生︶がい
るといわれており︑この国と地域の将来を考える
ととても重要な問題です︒この地域でもご本人や
家族だけで深く悩んでおられる方々はたくさんい
らっしゃると思います︒また︑修学支援に加え
て︑ご希望に応じて通信制の高校への入学や就労
︵アルバイト︶支援などもしています︒

理事長 岸本 俊之
所在地 高砂市阿弥陀町北池23‑11
TEL・FAX 079‑447‑9508

Ａ

12

不登校のことを一人でも多くの方に知っても
らいたい︒学校に行けるようになることだけ
でなく︑社会に出て自立できるように家庭︑学校
や行政︑地域︑各種団体などが協力して取り組め
るネットワークと協力体制があればもっと細やか
な支援が可能になると思います︒そういった制度
が出来るように今後も行政に働きかけていきたい
です︒
子どもたちすべてに︑等しく教育を受ける権利
があるのに︑いろいろな事情でそれを受けられな
い子どもがいる事に疑問を感じています︒教育現
場だけでなく地域の誰もが︑もっと子どもたちに
寄り添い︑自らのこととして理解してもらえれば
嬉しいです︒
未来を担っている子どもたちを一人でも多く︑
立派な社会人として世の中に送り出し︑地域︑ひ
いては国の発展に寄与することが私たちの熱い願
いです︒本日はありがとうございました︒

学校と地域が
つないで不登校の
子どもたちを
支援しましょう。

特定非営利活動団体 いまじん

Q 現在の活動について教えてください。

Ａ

Q 今後の目標などありますか。

11
Vol.
〜特定非営利活動法人 いまじん〜

紹介
高砂

今回は、学校へ行きたくても行くことが出来ない不登校の子どもたちの復学や就労などを支援
している「いまじん」をご紹介します。

Q NPO法人格を取得された経緯は？

Ａ

22

▲岸本さんご夫妻

NPOプロフィール

▲理事長 岸本 俊之氏

4
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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。
）

生きがい対応型
デイサービス
センターだより

☆随時、見学受付中!!

デイサービスセンター（高砂町東浜町）
6月の定例行事

地域出前型
茶話会

申込締切：いずれの行事も3日前まで

午前 10:00〜
4日（水） 絵手紙
6日（金） いきいき体操
11日（水） 折り紙
16日（月） うたの会
24日（火） ゆうゆう体操

午後 1:30〜
5日（木）
10日（火）
19日（木）
20日（金）

介護予防に役立つ体操やゲームなど楽
しい交流会を開催します。ぜひお気軽に
ご参加ください。

囲碁ボール㊍
囲碁ボール㊋
おしゃべり会
コミュニケーションマージャン

中筋公民館

月７回程度

曽根公民館

27日（金） 朗読の会（＊10：30〜） （日程はお問い合わせください）
くフェス
タ
くわ
わ

布草履
作り
問合せ・申込み

集会室

2階

講堂

日 時：6月26日（木）13:30〜15:30
参加費：50円
定 員：15名

あなただけの布草履を作りませんか？
日 時：6月13日(金)13:00〜16:00
参加費：150円
定 員：20名
申込締切：6月10日（火）
＊持ち物 目打ち、針金ハンガー、布

生きがい対応型デイサービスセンター

2階

日 時：6月2日（月）13:30〜15:30
参加費：50円
定 員：15名

午後 1:00〜
囲碁・将棋

わきあいあいサロン

中央公民館

3階

講堂

日 時：7月7日（月）13:30〜15:30
参加費：50円
定 員：30名
申込締切：開催日の3日前まで

高砂市高砂町東浜町1266-1

444−3030

電話：

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？

ファミサポ
ファミサポ

ミ ミ
ニ ニ

みんなで体を動かして楽しく遊びましょう！
3B体操の皆さんと親子体操をしたり、親子でゲー
ムをしたり、お楽しみがいっぱいです♪
日 時〉6月14日
（土）
10:00〜11:30
場 所〉高砂市文化会館 展示集会室
対 象〉ファミリーサポートセンター登録会員、
子育て中の人
定 員〉30組
締 切〉6月12日
（木）

☆☆☆

たなばた交流会 ☆ ☆ ☆

七夕かざりをつくったり、歌ったり、一緒に
楽しく遊びましょう♪ゲストもやってきますよ！
日 時〉7月9日（水）10:00〜11:30
場 所〉阿弥陀公民館2階 講堂
対 象〉ファミリーサポートセンター
登録会員、子育て中の人
定 員〉30組
締 切〉7月7日
（月）

5
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子育て応援講
子育て応援講座

運動会

第1回 提供・両方会員フォローアップ講座＆情報交換会
子育てや子育て支援への理解を深め、より楽しく
安心して活動していただくために開催します。
日
場
対
定
託
締

時〉6月23日
（月）9:30〜11:30
所〉福祉保健センター 2階 視聴覚障害者室
象〉ファミリーサポートセンター提供・両方会員、
子育て支援に関心のある人
員〉15名
児〉定員10名（対象：1歳6ヵ月以上、要申込み）
切〉6月19日
（木）
時

間

9:30〜10:40
10:40〜11:30
申込み
問合せ

内

容

「子どもとのかかわりと遊び」
講師：市子育て支援センター職員

「提供・両方会員情報交換会」
〜実際の援助活動を通して〜こんなときどうするの?

高砂市ファミリーサポートセンター

TEL 442-0555 FAX 444-3031

小地 域福 祉活動 写真展
〜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、
３月〜４月に開催された活動の一部をご紹介します。〜

◆高砂町
第７福祉部会（3月26日）

◆荒井町
御旅福祉部会（3月30日）

◆荒井町
緑丘福祉部会（3月22日）

「おじゃビンゴ」や「おじゃコップ」ゲームを楽し
んだ後、地域の子どもたちによる西畑太鼓を鑑賞

「輪投げ大会」や「ビンゴゲーム」で賑
やかに親睦交流を図る

地域包括支援センター職員による「認知
症サポータ養成講座」の後、食事会で談笑

◆伊保町
伊保東部福祉部会（3月25日）

◆伊保町
伊保南部福祉部会（3月16日）

◆伊保町
今市福祉部会（3月15日）

ギター演奏に合わせて懐かしい歌を
唄った後、手作りのちらし寿司で食事会

南部民謡クラブ「喜楽会」による民謡
で大いに盛り上がった後、食事会で歓談

カラオケで自慢の歌声を披露した
後、茶話会で和やかなひと時

◆曽根町
北之町福祉部会（3月15日）

◆米田町
米田新福祉部会（3月19日）

◆阿弥陀町
西下台福祉部会（4月7日）

コーヒーとケーキを頂いた後、高砂警察署
員による「振り込め詐欺」の講話を熱心に聴く

高砂西部病院 理学療法士による講話を聞き、
自宅で出来る「肩、腰、膝痛の予防体操」を行う

老人会と合同でお花見会を開催、桜の
木の下で記念撮影をした後、お弁当を頂く

◆阿弥陀町
中所福祉部会（3月12日）

◆阿弥陀町
南池福祉部会（3月23日）

◆阿弥陀町
魚橋山ノ端福祉部会（4月7日）

鹿島殿にて「中所紅白歌合戦」を開
催、盛大な応援に笑いの絶えないひと時

ふれあい会食会の後、
「ビンゴゲー
ム」で盛り上がり楽しいひと時

満開の桜の下「ゲーム」や「輪投げ」
を楽しんだ後、
お弁当を頂き歓談

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。
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善意銀行預託状況
〜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
地区

ー物品の部ー
氏

名

金額（円）

高

砂 玉 野

荒

井

伊

保 は や し 教 室

中

筋 中 筋 1 丁 目

俊 行

キッコーマン高砂紫会
匿

23,000 チャリティーゴルフ募金

名

500
10,000 恵まれない子供たちに
4,000

名

10,000

匿

名

10,000

阿弥陀 か た く り 花 の 会

9,725

田

匿名…車イス1台・ハガキ・湯呑み・急須・洋服がけ・
鍋

考

2,000

匿

米

備

2014.4.1〜4.30 ※敬称略

ー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ー
㈱優和・MHPS高砂松波ミオ独身寮寮生従業員一同
㈱Kurokawa・米田市民サービスコーナー
㈱大盛物流・㈱加納工務店・横田工業㈱高砂営業所
北野容子・松岡道男・松本奈津子・森川佳昭
匿名

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

子育て中の親子が気軽につどえる「まちの子育てひろば」が、お近くの公民館等で開催されています。
同じ子育て中の人とおしゃべりしたり、子ども同士で遊んだり、みんなで楽しく過ごすことができます。
事前予約は不要です。気軽にのぞいてみてください。

場

所

ひろばの名称

6月の予定

今後の予定

高砂公民館

みつば

6月3日
（火）

毎月第1火曜日

荒井公民館

わらべの会

6月26日
（木）

中央公民館

プチ・プチ フレンズ 6月18日
（水）

毎月第4木曜日
※12月は第3木曜日

毎月第3水曜日
毎月第1金曜日

内

容

楽しいプログラム
手遊び・読み聞かせやお茶
手遊び・読み聞かせやお茶

中筋公民館

クローバー

6月6日
（金）

曽根公民館

バンビ

6月9日
（月）

米田公民館

わくわく

6月3日
（火）

毎月第1火曜日

手遊び・読み聞かせやお茶

阿弥陀公民館

きらら

6月10日
（火）

毎月第2火曜日

英語で遊ぼう

総合体育館

きっずべてぃ

6月26日
（木）

チーム空！おいで

6月17日
（火）

毎月第3火曜日

コミュニケーション講座

あい・アイ

6月24日
（火）

毎月第4火曜日

読み聞かせや親子体操

コープ高砂
※
※

※1月は第2金曜日

毎月第2月曜日
※10月、1月は第3月曜日

毎月第4木曜日
※7月は第3、1月は第5木曜日

時間はいずれも、10:00〜11:30（ただし、総合体育館11:00〜12:30）
実費として、200円〜300円程度参加費が必要です。
（子どもの飲み物を持参してください。）
※ 急な変更等がある場合があります。
※ ひろばは、地域のボランティアの方々で運営されています。
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楽しいプログラム
手遊び・読み聞かせやお茶

読み聞かせや親子体操

ひろばについてのお問合せは
高砂市ファミリーサポートセンター
TEL 079-442-0555

社協だよりの表紙を飾る

写真募集!
象 高砂市内の風景や行事

対

（月）
〜7月10日
（木）
募集期間 6月2日
募
集
要
項

応募資格 高砂市在住の方
応募形式 プリントした作品（2Ｌ版）
応募方法 写真の裏に氏名、郵便番号、住
所、電話番号を記入して、下記応
募先へ郵送、または持参くださ
い。
＊匿名はご遠慮ください

応募先

地域の自慢を教えて!

留意事項 ・応募作品の著作権は高砂市社会福祉協議会に帰属
します
・平成26年度の表紙に掲載予定で、応募作品は採
用、不採用に関わらず、返却いたしません
・二重投稿はご遠慮ください
・応募者多数の場合、掲載写真は選考で決定いたし
ます
・紙面の都合上、行事等により掲載されない月もあ
ります
・必ず、被写体の了承を得てください
・採用者には粗品を贈呈

〒676-0021 高砂市高砂町朝日町1-2-1

高砂市社会福祉協議会

社協だより係

☎ 443-3720

〜介護でお悩みの方、気軽にご参加ください〜

耳より
ホットライン

認知症の人をささえる家族の会「いるかの会」
日頃の介護の悩みや疑問など介護者同士で気軽に話
し合うお話し会です
日 時：6月26日
（木）13：30〜15：30
場 所：福祉保健センター 3階 会議室1
内 容：ワイワイがやがや「お話し会」

若年性認知症の本人とその家族の集い「子いるかの会」
話し相手ボランテイア入門教室

〜ボランティアの基本であるコミュニケーションについて学び
ボランティア活動はじめませんか〜
日 時：6月11日
（水）
〜7月9日
（水）全5回
13：30〜15：30
タッピング・タッチの
基礎や認知症について
場 所：高砂市福祉保健センター3階
も学べますよ。
会議室1 ほか
参加費：500円
対 象：これからボランティア活動を
始めようと思っている方
定 員：20名
締 切：6月4日
（水）
※講座修了者には修了証を交付いたします。
回
1

日

時

内

6月11日(水)
13：30〜15：30

容

講

師

寄り添うということ
〜言葉と行動パターン〜

心理カウンセラー
タッピング・タッチ
インストラクター
峰 裕子 氏

2

6月18日(水)
13：30〜15：30

体験してみよう！
〜タッピング・タッチ〜

心理カウンセラー
タッピング・タッチ
インストラクター
峰 裕子 氏

3

6月25日(水)
13：30〜15：30

認知症サポーター養成講座

社協地域包括センター職員

4

6月26日（木）
体験してみよう！
〜7月8日（火） 〜施設でのボランティア体験〜

5

7月9日(水)
13：30〜15：30

さぁ！一歩踏み出そう

市内の福祉施設
社協職員
活動中のボランティア

申込み・問合せ先

高砂市ボランティア活動センター
☎ 442ｰ4047

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

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
日 時：7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）

申込み・問合せ先

高砂市社会福祉協議会
☎ 444ｰ3020

チャレンジ！ ジュニアボランティア2014
●手話体験教室
聴覚障がいの方と手話やゲームで交流しよう。
日 時：7月26日
（土）13：30〜15：30
場 所：福祉保健センター 3階 会議室1
対 象：小学4年生〜中学3年生
●くるくるレインボーを作成！
くるくるレインボーを作って、高齢者施設を訪問しよう！
日 時：8月5日
（火）13：00〜15：30
場 所：福祉保健センター 3階 会議室1
対 象：小学4年生〜中学3年生
●絵手紙教室『被災地に届け！君の思い』
ヘタでいい！それが絵手紙！被災地に絵手紙を送ろう！
日 時：8月7日
（木）10：00〜12：00
場 所：福祉保健センター 3階 会議室1
対 象：小学4年生〜中学3年生

申込み・問合せ先

高砂市ボランティア活動センター
☎ 442ｰ4047

〒676‑0021高砂市高砂町朝日町1‑2‑1 高砂市福祉保健センター内
電話 079‑443‑3720
（代表） FAX 079‑443‑0505 ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/
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