
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～

この機関誌は共同募金配分金により発行しています
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P7   社協普通（住民）会員加入のお礼

第 24回みんなの社協フェアみんなの社協フェア

子どもから大人まで
楽しめる
福祉イベントです。

10時～15時30分
10月26日10月26日 開催！開催！㊐

高砂市文化会館・高砂市福祉保健センター

にこにこファミリーフェスティバルの様子

体験コーナーの様子

と　き
ところ

 
　　　  

講演テーマ

講師 ⻆　 淳 一 氏

記 念 講 演

入場
無料

「笑って楽しく
　　　　生きていく」

ご家族そろって
ご来場ください
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その他のイベントその他のイベント

お問い合わせ先

と　き

ところ

入席料

10:00～14:30
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。

と　き

ところ

内　容

１０：００～１1：30
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  など

福祉体験スタンプラリー福祉体験スタンプラリー

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」

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 お茶席お茶席

催しコーナー催しコーナー

社協活動・団体紹介展社協活動・団体紹介展

受付場所 福祉保健センター中ホール内外国コイン・紙幣の募金

と　き
ところ

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

★スタンプを集めて景品を手に入れよう ★高等学校福祉教育のパネル展示及び
　高校生の東北災害支援活動報告上映
★いきいき百歳体操啓発DVD上映会
 （約20分）
★アロマハンドマッサージコーナー

と　き

ところ

１０：００～
１4：30
福祉保健
センター
中ホール

と　き

ところ

内　容

１０：００～１4：30
福祉保健センター
中ホール
・パネル展示
・試食コーナー
・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）
・ゲームコーナー  など

第2４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.０７９－４４３－３７２０

〈協力〉高砂市視覚障害者協会

〈協力〉高砂市食育推進ネットワーク協議会

景品対象：小学生以下

◆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

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

＊

＊

＊焼きそば　＊うどん
＊おにぎり   ＊おでん
＊コーヒー
＊お茶　
＊綿菓子
＊カレー
＊ポップコーン
　

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

こんな体験ができるよ！こんな体験ができるよ！

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。

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。

外国旅行等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、開発途上国の子ど
もたちの支援活動に活かします。      

高砂市文化会館
福祉保健センター

サンモール

文化会館

子育て支援センター

 

模
擬
店
メ
ニ
ュ
ー

会場ご案内図
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送迎バス運行表

「笑って楽しく生きていく」

プロフィール

●式　　　　　  典：13:00～13:30
●市民活動フェスタ：13:35～13:55
（☆発表団体：播磨しらさぎ）
●記　念　講　演：14:00～15:10

テーマ

講　師 ⻆　淳 一 氏（フリーパーソナリティー）

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

【主　催】
　　　　
【後　援】
　　　　

⻆　淳 一（フリーパーソナリティー）
 1945年１月１日大阪府四条畷市に生まれる。大阪府四条畷在住。
関西学院大学商学部卒業後、1968年毎日放送入社。
メルボルンオリンピックの実況を聴いてアナウンサーを目指す。
笑福亭鶴光と組んだ「ヤングタウン」をはじめ原田伸郎と町を歩きながらであった人としゃべった
り、家にお邪魔するユニークなテレビ番組「夜はクネクネ」などで従来のアナウンサーのイメージを
変える語り口が人気となる。

すみ　    じゅんいち

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
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）

＊送迎バスはご高齢の方、障害をお持ちの方を優先いたします。また、満席になり次第出発いたしますので、
  ご了承くださいますようお願いします。

方　面 出発時刻停車場所 方　面 出発時刻停車場所

北　浜
（1号車）

中　筋
米　田
（2号車）

藤乃井公園バス停
（井沢鉄工所前）

常寿園下

牛谷バス停

中筋公民館前

中筋東バス停

ローソン高砂中島3丁目店
向かい側(元阿門前)

島バス停（ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭｰ宝殿前）

米田公民館向かい側

ゆみ美容室

山わき寿司店向かい側

ＪＡ兵庫南ｷｬｯｼｭｺｰﾅｰ前

お好み焼・鉄板焼としろ前
(魚橋西バス停西側)

10：40

10：50

10：55

10：40

10：45

11：00

10：40

10：50

11：00

11：05

10：40

10：45

米　田
（3号車）

阿弥陀
（4号車）

＊お帰りは文化会館駐車場を１５:３０に
   出発します。
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 本年も10月1日より、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に
始まります。
 赤い羽根共同募金は、住民のみなさまが募金を通じて地域
福祉事業に参加いただく、住民参加型の地域福祉活動です。
 毎年、市民の皆様のあたたかいご協力をいただき、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
募金の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。

赤い羽根共同募金にご協力を

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 福祉保健センター内 　TEL 　FAX 
http://www.takasago-syakyo.or.jp/

共同募金の使い道共同募金の使い道

❶地域福祉・在宅福祉推進事業

❷地域福祉事業助成事業

❸福祉啓発事業

❹福祉教育推進事業

❺ボランティア育成・活動基盤づくり事業

～やさしさが必ず届く赤い羽根～

　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。 

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。

福祉への関心を高めてもらうことを目的に、
「第24回みんなの社協フェア」を10/26(日)に
開催します。

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・災害被災者支援経費を助成
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。

（2,553,000円）
市内小・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。

（1,311,000円）

点訳・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。

（1,334,000円）（650,000円）

（2,044,000円）

問合せ先
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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。

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

市内在住のおおむね60歳以上で、介護保険サービスを利用していない人を対
象に、介護予防を目的とした仲間づくりや交流、健康増進等の行事を下記のと
おり行っています。ぜひ、あなたも参加してみませんか？
（※参加の際には利用登録が必要です。詳しくはお問い合わせください。）

子育て応援講座

　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？（登録は無料です）

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

〈日時〉11月19日（水）10:00～11:30                          
〈場所〉福祉保健センター3階 　会議室１
〈内容〉「人と人とのつながりをひろげるために
               　　　　～絵本を通して～」
　　   「提供・両方会員情報交換会」
〈対象〉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
〈定員〉30名 
〈託児〉5名（要申込み：1才6ヵ月以上）
〈締切〉11月17日（月）

〈日時〉10月26日（日）10:00～11:30
〈場所〉高砂市文化会館１階　
          展示集会室
〈内容〉

※当日受付です（申込み不要）

第24回 みんなの社協フェア

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

生きがい対応型デイサービスセンターだより

【日　時】10月17日(金)
　　　　  13：30～15：30
【参加費】100円
【締　切】10月14日(火)

わきあいあいサロン
介護予防に役立つ体操やゲーム
を下記の公民館で行います。

整理収納セミナー整理収納セミナー
定例行事の紹介 Vol.2
いきいき体操

筋力維持を目的とした体操や柔軟を
行っています。軽快な音楽に合わせ
て楽しみながら身体を動かすことが
できます。

随時見学受付中!!

【開催日】毎月第1金曜日
　　　     10：00～11：30
【参加費】200円
【持ち物】上靴・お茶・タオル
　　　　  青竹踏み・体操用ボール

10月27日（月） 13：30～

荒井公民館 2階 会議室3
11月7日（金）   13：30～

中筋公民館 1階 研修室

米田公民館 1階 集会室

11月10日（月） 13：30～
【参加費】各回50円

わくわくフェスタ 定例行事地域出前型茶話会

今年も社協フェアで楽しい時間を過ごしませんか？
ご家族お揃いでご参加ください♪

収納のコツを学びましょう。

*道具の貸出しもあります。

はつらつ教室

第2回 提供・両方会員 
フォローアップ講座＆情報交換会

● 手遊び、わらべ歌
● エプロンシアター

● なかよしコンサート
● ぺープサート

にこにこにこにこ
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小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展小地域福祉活動 写真展

◆高砂町
　第8福祉部会（7月20日）
警察署員による「防犯について」の講話の
後、「綾小路きみまろ」のDVDで大笑い

◆高砂町
　第9福祉部会（7月21日）
アマチュア噺家による落語寄席を開催、絶妙
な話術に参加者の笑いと笑顔があふれる

◆荒井町
　小松原福祉部会（7月19日）
「歌って元気アップ」講座を開催、音楽に合わせ
笑顔で体を動かした後、カレーライスで食事会

◆伊保町
　伊保南部福祉部会（7月26日）
短冊に願いを込めて竹笹に飾った後、フラダン
スショーの鑑賞と体験でハワイの気分を味わう

◆伊保町
　今市福祉部会（7月19日）
ギターの演奏に合わせ、若い時に聴い
た懐かしい歌を皆で合唱

◆伊保町
　古沼福祉部会（7月1日）
色とりどりの笹飾りを作って七夕の歌を唄っ
たり、甘いスイカを頂き和やかに過ごす

◆伊保町
　三ノ島福祉部会（7月12日）
「七夕ふれあい夏祭り」を開催、輪投げや盆踊り、
ヨーヨーつり等盛りだくさんの催しで大盛況

◆中筋校区
　中筋西福祉部会（7月14日）
時代劇のDVDを鑑賞した後、冷やし
ぜんざいとフルーツを頂き歓談

◆中筋校区
　春日野団地福祉部会（7月9日）
モーニングセットを頂いた後、個性豊か
な壁掛けを木工工作し品評会を行う

◆曽根町
　東之町福祉部会（7月12日）
高砂市職員による「いきいき百歳体操」の紹介
の後、ヴィオリラ演奏に合わせて名曲を合唱

◆米田町
　美保里福祉部会（7月17日）
食事会で歓談後、松竹新喜劇のDVD
鑑賞を楽しむ

◆北浜町
　牛谷東福祉部会（8月3日）
いきいきサロンの開催に合わせて、地域
住民が作成した切り絵を展示し大好評

～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、7月～8月に開催された活動の一部をご紹介します。～

　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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三菱重工労働組合高砂製作所支部・㈱優和・  
高砂市手をつなぐ育成会・庄司㈱・加古川ガス㈱・ 
高砂市教育委員会教育部　教育推進室　
生涯学習課　文化財係・福祉部生活福祉課  
高砂市役所文化スポーツ課・カネカ保険センター㈱

横井時成・荒井ひふみ・松岡道男・新田徳全・匿名 
 

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
H26.8.1～8.31　※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 ー物品の部ー

ー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ー

地区 氏　　名 金額（円） 備　　考

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

夏のたすけ合い運動として

患者様・利用者様からの
ECO募金

視覚障がい者の活動費のために
高砂市視覚障害者福祉協会へ2,500円
介護のために
介護のために

視覚障がい者の福祉のために
高砂市視覚障害者福祉協会へ2,500円

バザー売上金の一部

匿名・・・歩行器1台　　匿名・・・紙オムツ4袋  
  

201,910

2,000
20,600

40,217

1,100

5,000

10,000
10,000
1,000

5,000

2,915
5,000

三菱重工労働組合
高砂製作所支部

玉野 俊行
OVER THE 党

サントリー労働組合
サントリープロダクツ労働組合

よつ葉鍼灸整骨院
筋力リハビリデイサービス よつば

匿名

匿名
匿名
匿名

匿名

なかよし明友会
治夫

▲三菱重工労働組合高砂製作所支部

８１．6％の加入率、５，６８7，8００円のご協力をいただきました。

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)会員加入へのご協力
ありがとうございました

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

　3,214 

4,819 

5,390 

2,380 

4,232 

9,262 

3,715 

1,852 

34,864 

33,388 

2,765 

3,924 

4,857 

2,041 

3,466 

6,554 

3,234 

1,598 

28,439 

27,939 

553,000 

784,800 

971,400 

408,200 

693,200 

1,310,800 

646,800 

319,600 

5,687,800 

5,587,700 

86.0 

81.4 

90.1 

85.8 

81.9 

70.8 

87.1 

86.3 

81.6 

83.7 

　

　

　

　

　

　

　

加入口数

　

　

　

　

　

　

　

　

納入額(円) 加入率(％)

平成26年度 社協普通（住民）会員推進状況(報告)

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。

地域福祉活動を支える社協普通（住民）会費

高 砂

荒 井

伊 保

米 田

阿弥陀

北 浜

その他
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耳より
ホットライン

日  時：10月20日（月）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
高砂市社会福祉協議会 ☎444ｰ3020

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　時：10月21日（火）13：30～15：00
場　所：福祉保健センター ３階 会議室１
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

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：平成２６年１１月７日（金）～１２月５日(金)
        　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：１０月３１日（金）

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

発達障がい児・者サポート
ボランティア入門教室

～介護でお悩みの方、気軽にご参加ください～

　～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～

～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～

認知症の人をささえる家族の会「いるかの会」

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：11月2日（日）12：00現地集合
　　　  ※公園内 浜風ステージ前集合
場　所：あらい浜風公園（荒井町新浜2丁目）
内　容：公園散策（雨天中止）
持ち物：お弁当、飲み物等(各自持参)

若年性認知症の本人とその家族の集い「子いるかの会」

日　時：１１月６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　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）
          ・筆記用具

いきいきはつらつ応援講座
食生活で若返る！サビない身体を作る健康料理教室

申込み・問合せ先
高砂市保健センター ☎443-3936

高砂市支え合う介護者の会「すずらんの会」

回     日　    時           内　　   容       講　　  師

１

２

３

４

11月7日(金)
13：30～15：30

11月14日(金)
13：30～15：30

11月17日(月)
～12月3日(水)
のいずれか1日

12月5日(金)
13：30～15：30

発達障がいについて
の基本的理解

発達障がい児・者との
コミュニケーションの
図り方

      活動体験

発達障がい児・者への
サポートに向けて

ひょうご発達
障害者支援センター
「クローバー」

ひょうご発達
障害者支援センター
「クローバー」

 市内福祉施設等

     社協職員

※3回目の活動体験については1回目に調整します。

内　容

こんなことをサポートしています。
●潜在保育士の就職支援
●保育士養成施設の新規卒業者の就職支援
●保育現場へ就労を希望される一般求職者の就職支援

兵庫県保育士・保育所支援センター
神戸市中央区坂口通2-1-1 兵庫県福祉センター6Ｆ
TEL.078-242-4637 ＦＡＸ.078-242-4737
e-mail hokyo-center@apricot.ocn.ne.jp

検索兵庫県保育協会

（                ）
詳しくは

ブランクOK 新卒OK

出張相談や就職フェア、就職セミナーも開催
しています。ぜひ、ご参加ください。

資格を持ちながらも保育の現場を離れ
ている「潜在保育士」の就職支援や、保
育の現場への就労を希望される新卒者
および一般求職者（看護師、栄養士、調
理師等）の就職支援を行っています。ぜ
ひ、ご利用ください。

保育所への就職を
サポートします。
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