
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～
しゃ きょう

月号10
平成２7年
（２０１5年）

　8月30日（日）、兵庫県・播磨広域合同防災
訓練の一環として、災害時支援ボランティア、
企業労組ボランティア、ボランティア活動セン
ター登録ボランティアなど44名の参加のも
と、高砂市ユーアイ福祉交流センターにて高砂市災害ボ
ランティアセンター設置・運営訓練を実施しました。
　訓練では、大規模地震により多くの家屋やライフライ
ン施設に甚大な被害が発生しているとの想定で、災害
ボランティアセンターの運営訓練、救援物資搬送訓練、
炊き出し訓練など、「運営マニュアル」に沿っての訓練
を行い、関係機関との連携体制の確認や、マニュアルの
実効性と検証を行いました。
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Ｐ2　赤い羽根共同募金にご協力を
Ｐ3　第25回みんなの社協フェアのご案内
Ｐ4　高砂市地域包括支援センターだより
Ｐ7　会員会費加入のお礼

この機関誌は共同募金配分金により発行しています

兵庫県・播磨広域合同防災訓練
～高砂市災害ボランティアセンター設置・運営訓練を実施!!～

▲ 海上自衛隊の船により運ばれた救援物資の搬送訓練
【救援物資をトラックに積み込むボランティア：高砂西港】

▲ 災害ボランティアセンター運営訓練
【ボランティア受付：ユーアイ福祉交流センター】

▲ 炊き出し訓練
　【センタースタッフによる非常食の準備】
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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。

共同募金の主なつかいみち共同募金の主なつかいみち
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
の民間社会福祉施設や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。

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いたします。

高齢者福祉活動事業

（1,479,０００円）
福祉教育推進事業

（１，322，０００円）

ボランティア
活動事業

（１，344，０００円）

地域福祉事業
助成事業

（550，０００円）

福祉啓発事業

（1,991，０００円）
福祉への関心を高めてもらうことを目的に

「第25回みんなの社協フェア」を11月22日（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。

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。

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。

兵庫県共同募金会ホームページ  http://www.akaihane-hyogo.or.jp/
高砂市高砂町松波町440-35（高砂市ユーアイ福祉交流センター内）TEL 079-443-3720　FAX 079-444-4865

赤い羽根共同募金にご協力を
～やさしさが 必ずとどく 赤い羽根～

兵庫県共同募金会 高砂市共同募金委員会（高砂市社会福祉協議会内）
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詳細は11月号で！お楽しみに！

食育推進コーナー
ボランティア体験・福祉見聞スタンプラリー
にこにこファミリーフェスティバル
いきいきふれあいバザー
コープこうべコーナー
模擬店

◆
◆
◆
◆
◆
◆
催しコーナー◆

高砂市文化会館、高砂市文化保健センター
平成27年11月22日（日） 10：00～15：30

～共に生きる地域づくりをめざして～

日　　時

場　　所

プロフィール

第 回

山 本　浩 之（フリーアナウンサー）

みんなの社協フェア

講演テーマ

「日々新たな出会い　発見！」
講　師

やまもと　   ひろゆき　

山本　浩之氏

記念講演

11 22
（日）

入場無料

時　間
じょうとんばホール(大ホール)
14：00～15：10

会　場

フェア当日のボランティアを募集します。

第２５回みんなの社協フェア企画実行委員会事務局 ☎４４２－４０４７

やまもと　   ひろゆき

25

　当日お手伝いいただける方を募集中です。
　当日の準備、後片づけ、模擬店、体験コーナーなどお手伝いいただける方は事務局まで
お問合せ下さい。

１９６２年３月１６日生まれ　B型　　愛称：ヤマヒロ
関西テレビにアナウンサーとして入社後、スポーツ・トーク番組を経験し
たのちに、ニュース番組のメインキャスターとして阪神大震災、選挙報
道を始め多くのニュースに携わる。
【現在の担当番組】
・ ＭＢＳテレビ　『ちちんぷいぷい』
・ ＫＴＶテレビ　『ちゃちゃ入れマンデー』
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79Vol.

（厚生労働省資料　平成27年1月）

高砂市地域包括支援センター（高齢者の介護と福祉の相談窓口） ☎443-3723問い合わせ 

認知症になっても
安心して暮らせるまちづくり

認知症の人とご家族が慣れ親しんだ地域で安心して暮らしていくためには、医療・介護、そして地域
住民との連携・協力が必要です。高砂市でも、地域全体で認知症の人とご家族を見守り、支えていく
ネットワークづくりを進めていきます。

1

認知症相談センターとして早期受診の促進、サービス等の利用支援等行っていきます。また、軽度認
知症スクリーニングテストの窓口を月1回（予約制）高砂市ユーアイ福祉交流センターに設けます。2
平成28年度には、認知症初期集中支援チームの設置を進めていきます。できるだけ早い段階から支
援していくため、複数の専門職による個別訪問を行い、認知症専門医と連携し速やかに適切な医療・
介護等をうけられる初期の対応体制を構築し、ご家族へのサポートも行います。

3

増加する認知症の人への理解と支援のため認知症サポーター養成講座を開催します。
地域・職場での開催希望があれば、お問い合わせください。4

地域全体で認知症の人を支えるネットワークが出来ると・・・
●支え手が増え、認知症の人も出来る事が増えます。
●ご本人の力を生かし、地域での活動を続けていると、認知症の症状や状態の進行を遅らせることが
でき、ご家族の負担も軽減されます。

●認知症の人の事故や行方不明は、家族や介護者だけでは防ぐことはできません。地域でのつながり
があればまちぐるみで普段から見守り、支援する事が出来るようになります。

日　時：平成27年10月21日（水）13:15～14:45
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター　１階　交流スペース
認知症について学び、認知症の人を地域で支える応援者になりませんか？

認知症サポーター養成講座　高砂市ホームページに、認
知症簡易チェックサイトが
開設されています。ご活用
ください。

受講料
無　料

※申し込みが必要です。下記までお電話ください。
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高砂市ユーアイ福祉交流センター（2階  交流スペース8・9）　高砂市高砂町松波町440-35

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。）

高砂市ファミリーサポートセンター
TEL 442-0555　FAX 443-0505

ポｰルウｫｰキングポｰルウｫｰキング

●日 　時：10月16日(金)
               13：15～15：00
※集合場所：総合体育館玄関前
●参加費：200円
●申込締切：10月13日(火)

● 2日（金）
● 5日（月）
● 7日（水）

生きがい対応型デイサービスセンター

　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？（登録は無料です）

生きがい対応型デイサービスセンターだより

●午前（10：00～）
  7日（水）  絵手紙
14日（水）  折り紙
19日（月）  うたの会
22日（木）  おしゃべり会
23日（金）  朗読の会
27日（火）  ゆうゆう体操

※10：15～

●午後（13：30～）
  1日（木）  囲碁ボール
  9日（金）  コミュニケーション
               マージャン
13日（火）  囲碁ボール

わくわくフェスタ
随時見学受付中!!

木

火

入会説明会に参加されると登録できます。
この機会にぜひご参加ください。（登録は無料です。）

運動効果抜群のニュースポーツです

★囲碁将棋（13：00～）

〈日時〉10月24日（土）10：00～11：30
〈場所〉高砂市ユーアイ福祉交流センター
　　　2階　会議室
〈対象〉子育ての援助を受けたい人
         （市内在住 ・ 在勤の人で、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〉20名   〈締切〉10月22日（木）　
〈託児〉定員5名(対象 ： 6ヵ月以上  要予約）

　　　　 　 

申込み・
問合せ

☎444-3030  

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。

中央公民館 3階 講堂

曽根公民館 2階 講堂
10月20日(火)  13：30～

10月26日(月)  13：30～

10月30日(金)  13：30～

米田公民館 1階 集会室

●参加費：各回50円

申込み・問い合わせ先

第２回 入会説明会 ファミサポ活動中～ お母さんが外出中の預かりです ～

～ お母さんが外出中の預かりです ～みなさんもぜひご利用ください!

みなさんもぜひご利用ください!

※上記は子ども1人あたりの料金です。
　（兄弟姉妹同時に預かり・送迎の場合は2人目から半額になります）
※利用料の助成（30分当たり200円）を受けられる場合があります。
　（対象制限あり）

平 日（月～金）

平日の早朝・夜間

土・日・祝日及び
年末年始

7:00～19:00

6:00～ 7:00
19:00～22：00

6:00～22:00

350円

400円

400円

区　     分 活 動 時 間 利用料金（30分あたり）
【利用料金】

電車が通ったよ

おいしそうだね

● 14日（水）
● 26日（月）
● 28日（水）

定例行事
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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

茶話会で互いの親睦を深め、都道府県
ビンゴゲームで大いに盛り上がる

自治会、老人クラブと共催で「自転車交通安全教
室」を開催、「自転車交通ルール」の理解を深める

三ノ島自治会夏祭りで出店やビンゴゲー
ムなどを楽しみ、自治会内の交流を深める

ボランティアグループ「ハーモニー」による童謡・
懐メロのハンドベル演奏で全員が心地よく合唱

時代劇DVD鑑賞やボランティアメンバー
による手品披露で楽しい時間を過ごす

七夕飾りで子供の頃を懐かしく思い出した
後、自転車交通ルールについて正しく学ぶ

◆米田町
　古新福祉部会（7月4日）
熱中症や食中毒予防についての健康講座後、
間違い探しゲームやカラオケで盛り上がる

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会（7月18日）
ソーメンやチラシ寿司で歓談後、松陽学園に
よるオカリナや銭太鼓演奏を和やかに鑑賞

◆阿弥陀町
　阿弥陀東福祉部会（7月12日）
玉入れや一億円ゲーム、長寿のお祝い、水戸黄門
主題歌に合わせた健康体操などで交流を深める

赤穂ハイツへ日帰りバス旅行、食事会や
カラオケでリフレッシュし親睦を深める

手づくりそうめんで会話も弾み、カラ
オケで自慢の歌声を披露

短冊に願いを込めて七夕飾り、ゲームや輪投
げを楽しんだ後、飾りつけの前で集合写真

～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。

◆荒井町
　御旅福祉部会（7月12日）

◆荒井町
　蓮池福祉部会（7月30日）

◆伊保町
　三ノ島福祉部会（7月25日）

◆伊保町
　伊保東部福祉部会（7月12日）

◆中筋校区
　中筋西福祉部会（7月13日）

◆曽根町
　南之町福祉部会（7月5日）

◆阿弥陀町
　魚橋山ノ端福祉部会（7月5日）

◆阿弥陀町
　西下台福祉部会（7月20日）

◆阿弥陀町
　魚橋福祉部会（7月24日）
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※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
H27.8.1～8.31　※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。～

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・高砂市民
病院・あかりの家・（株）優和・高砂市役所 健康文化部 文化スポーツ課
・高砂市朗読ボランティアグループ むつみ会・（株）Kurokawa キングフ
ァミリー FC本部・若年性認知症の本人とその家族の集い 子いるかの会

柴田 竹夫・匿名

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

荒木 貞治・・・・・・カウチソファー　　匿名・・・・・・・・電動ベッド
匿名・・・・・・・・・・・・・紙オムツ    

地区名 氏　　　名 備　　　考金額（円）

高　砂

阿弥陀

北　浜

その他

玉野俊行

匿名

ゲートフィールド商会

ヘアーステージハニー

牛谷団地老人クラブ 
なかよし明友会

治夫

あすなろ学園へ15,000円

お年寄りのために

お年寄りのために

老人クラブ行事の
バザー収益の一部

郵送

2,000

30,000

5,000

5,000

2,300

10,000

８4．6％の加入率、５，６60，6００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

　3,232

4,011

5,310

2,290

3,936

9,205

3,636

1,852

33,472

34,864

2,754

3,939

4,798

1,985

3,484

6,534

3,225

1,584

28,303

28,439

550,800

787,800

959,600

397,000

696,800

1,306,800

645,000

316,800

5,660,600

5,687,800

85.2 

98.2 

90.4 

86.7 

88.5 

71.0 

88.7 

85.5 

84.6 

81.6 

　

　

　

　

　

　

　

加入口数

　

　

　

　

　

　

　

　

納入額(円) 加入率(％)

平成27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

（平成27年8月31日現在）

〜ありがとうメッセージ〜

荒井中学校野球部です。
このたびは、善意銀行より

あたたかいご支援をいただき、ありがとうございました。
みなさまのご支援のおかげで

全国大会ベスト8まで進むことができました。
本当にありがとうございました。
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耳よりホットライン

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎444ｰ3020

申込み・問合せ先
高砂市医師会 ☎４４２ｰ０７９４

問合せ先
高砂市ファミリーサポートセンター

☎442ｰ0555

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３ｰ３７２３

日　時：１１月１３日（金）１３：30～１５：00
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター  １階　交流スペース３
講　師：地域密着型特別養護老人ホーム 常寿園　
           統括主任　長谷川　均 氏
           特別養護老人ホーム 常寿園
           マネージャー　江口　優貴 氏
内　容：車いすやベッドからの移乗
定　員：２５名（定員になり次第締切）＊参加費は無料です。

日　時：１０月１７日（土）１４：00～１６：00
          （受付１３:30～）
場　所：高砂市文化保健センター　中ホール
座　長：三木医院　院長　三木　健史 先生
基調講演：

特別講演：「いのちを受けとめる町づくり」
              にのさかクリニック（福岡市早良区）　
              院長　二ノ坂　保喜 先生
定　員：３００名　＊入場無料（手話通訳あり）

日  時：10月19日（月）13：00～15：00
場  所：高砂市文化保健センター 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ｰ3936

～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～

「いるかの会」

日　時：10月18日（日）10：30～14：00
場　所：高砂市伊保中央公民館 2階 調理室
内　容：仲間と一緒に作って！食べて！おしゃべりして！
　　　  みんなで楽しむサロンです。
参加費：500円（昼食代・会場費）

日　時：10月5日（月）10：00～12：00
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 1階 研修室
内　容：介護する家族が日頃の思いを語り合い、情報交換する場です。

「子いるかの会」

「すずらんの会」

～ランチはいかが？～

～家族の日～

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26日（月）13：30～15：00
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 2階 交流スペース7
内　容：地域包括支援センター・支援協力センター専門職との交流会

１「快適なお口、訪問でもお手伝い」
　～在宅歯科診療の概要と受診～
　えとう歯科医院  院長　衛藤　洋平 先生
２「お薬の管理で困っていませんか？」
　ユーアイ調剤薬局　多胡　祐一郎 先生

介護に興味関心のある方・介護技術を学びたい方の
参加をお待ちしています。

第３回　介護者のつどい

高砂市在宅医療推進フォーラム

高砂公民館

荒井公民館

中央公民館

中筋公民館

曽根公民館

米田公民館

阿 弥 陀
公 民 館

総合体育館

コープ高砂

みつば

わらべの会

プチ・プチフレンズ

クローバー

バンビ

わくわく

きらら

チーム空！おいで

きっずべてぃ

あい・アイ

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

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

英語で遊ぼう

コミュニケー
ション講座
読み聞かせや
親子体操
読み聞かせや
親子体操

10月6日（火）
10：00～11：30
10月22日（木）
10：00～11：30
10月21日（水）
10：00～11：30
10月2日（金）
10：00～11：30
10月19日（月）
10：00～11：30
10月6日（火）
10：00～11：30
10月5日（月）
10：00～11：30
10月8日（木）
10：00～11：30
10月15日（木）
11：00～12：30
10月27日（火）
10：30～12：00

毎月第１火曜日
※11月は第2火曜日

毎月第4木曜日
※11月12月は第3木曜日

毎月第3水曜日

毎月第1金曜日
※1月は第2金曜日

毎月第2月曜日
※10、1月は第3月曜日

毎月第1火曜日
※11月は第2火曜日

毎月第1月曜日
※2月は第1火曜日

毎月第2木曜日
※2月は第1木曜日

毎月第3木曜日

毎月第4火曜日

※参加費として200円～300円程度必要です。
※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。予約申込みは不要です。
※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。 

　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。 

内　　容ひろばの名称 今後の予定場　所 10月の予定

認知症の人を
ささえる家族の会

若年性認知症の本人と
その家族の集い

高砂市支え合う
介護者の会

に遊びにきませんかまちの子育てひろば
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