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Ｐ２～Ｐ３  平成2７年度事業報告と決算
Ｐ4～Ｐ５  高砂市地域包括支援センターだより
　　　　 認知症初期集中支援チーム・
　　　　 頭の健康チェックしてみませんか

聖火入場！燃え上がる炎を下からうちわで
扇いで表現しました。手作りの「聖火」に拍
手喝采！

♪ウサギさんの演奏にあわせてみんなで歌
をうたいました。間違えたらもう一度最初か
らですよ！上手に歌えたらカメさんからメダ
ルがもらえます。

みんなでこころみ
楽リエーション201６

　５月２９日（日）、高砂市ユーアイ福祉交流センター
おいて障がい者とボランティアが交流し、理解を深
めることを目的に「みんなでこころみ楽リエーション
2016」を開催しました。
　今年はリオでのオリンピック開催を目前に、一足
早くオリンピック気分を味わってもらいました
　77名の参加者がゲームや歌などを通して親睦を
深め、楽しい一日を過ごしました。

今
年
は
ユ
ー
ア
イ
福
祉
交
流

セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。
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計画の推進と組織・経営基盤等の強化

市民への情報提供及び啓発

●理事会を年7回､評議員会を年2回､専門
的事項を処理する6つの委員会を計15回
開催

●第５期高砂市地域福祉推進計画と市の地
域福祉計画との調整等を図るため､市の
推進委員会に委員として参画

●人材育成､職員の資質向上のための職場
内研修や外部研修等に参加

●｢社協だより｣を年12回発行､｢ホームペー
ジ｣を52回更新
●｢第25回みんなの社協フェア｣を11/22
(日)に開催

●ボランティアの育成を目的とした傾聴ボラ
ンティア養成講座や精神ボランティア養成
講座等､養成・研修事業を実施（10事業）
●兵庫県･播磨広域合同防災訓練において､
運営マニュアルに沿った災害ボランティア
センターの設置・運営訓練を実施し､44名
が参加
●福祉教育推進事業(小学校10校､中学校
6校､高等学校3校)を実施
●若い世代の積極的なボランティア参加と
仲間作りを目的とした､高校生ボランティ
ア育成事業(TKV)を実施

●第9期福祉委員として921名を委嘱し､福祉のま
ちづくり活動を推進
●｢ふれあいいきいきサロン｣事業を実施する延べ
67部会に対し､活動費を助成
●高齢者等の安否確認を兼ねた｢ひとり暮らし高
齢者食事サービス事業｣(10,792食)､｢おせち
料理宅配サービス事業｣(94名)を実施
●介護者等の自主組織である当事者組織(家族
会等)への支援を実施

社協活動の１年間のあゆみ社協活動の１年間のあゆみ

去る5月27日(金)の評議員会において、平成27年度の事業報告と決算報告が
承認されました。
事業の主な内容を下記のとおり｢社協活動の１年間のあゆみ｣で振り返ります。

ボランティア事業の展開
と福祉教育の推進

事業報告

地域ネットワークづくりの推進(ふれあいのまちづくり事業の展開)
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自立支援に向けたサービス提供と安心して暮らせる環境づくりの推進

27年度末支払資金残高

223,624,127円

サービス区分名 収　入 支　出 当期資金収支差額

法人総合（①）
前期末支払資金残高（②）
当期末支払資金残高（①＋②）

●｢訪問介護事業｣においては延べ2,440名､｢居宅介護支
援事業｣においては延べ3,190名に対しサービス提供や
ケアプランを作成

●｢障害福祉サービス事業｣では延べ648名､｢地域生活支
援事業｣では延べ241名に対しサービス提供を実施

●｢障害者(児)計画相談支援事業｣では延べ196名の利用
者に対し支援を実施

●｢福祉サービス利用援助事業(日常生活自立支援事業)｣で
は延べ86名の利用者に対し209回の援助を実施

●「地域包括支援センター」では､新たに認知症施策として､
認知症相談センターの開設､認知症地域支援推進員の配
置､認知症初期集中支援チームが活動を開始

　また、いきいき百歳体操の啓発、自主グループの立ち上げ
支援や交流会を開催

●｢生きがい対応型デイサービスセンター事業｣では､定例行事や
季節行事、地域出前型茶話会を実施し、延べ6,138名が参加

●｢ファミリーサポートセンター｣においては､1,089件の援助
活動を行い､善意銀行寄附金を活用して利用助成を実施

34,962,839

14,233,664

8,347,393

10,940,401

6,202,948

37,119,475

2,251,210

1,185,750

77,304,187

40,434,788

28,693,587

8,909,808

2,628,477

9,209,562

974,905

158,946,298

7,722,000

450,067,292

40,349,253

14,233,664

3,028,427

12,013,386

6,021,808

38,403,968

2,184,640

3,436,832

78,297,191

32,334,972

24,285,771

3,498,636

1,663,383

8,654,375

452,534

135,310,356

7,729,664

411,898,860

▲ 5,386,414

0

5,318,966

▲ 1,072,985

181,140

▲ 1,284,493

66,570

▲ 2,251,082

▲ 993,004

8,099,816

4,407,816

5,411,172

965,094

555,187

522,371

23,635,942

▲ 7,664

38,168,432

185,455,695

223,624,127

【法人総合収支決算（サービス区分別）】 （単位：円）
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法人運営事業

共同募金配分金事業

善意銀行運営事業

ボランティア活動センター事業

生きがい型デイサービス事業

ふれあいのまちづくり事業

資金貸付事業

福祉サービス利用援助事業

訪問介護事業

居宅介護支援事業

障害者（児）居宅介護事業

障害者（児）同行援護事業

障害者（児）相談支援事業

障害者（児）地域生活支援事業

老人居宅等介護事業

地域包括支援センター事業

ファミリーサポートセンター事業

決算報告決算報告 事業
区分

拠点
区分

平成27年度
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問い合わせ

介護・福祉サービスの利用について
・診断を受けたけど、どうしたらいいの？
  どんなサービスを受けられるか知りたい。
・介護保険サービスの利用方法を知りたい。
・行方不明が心配。事前の対応について知りたい。

初回訪問(保健師と社会福祉士が自宅に訪問します)2

認知症初期チーム員会議(認知症サポート医との会議)3

必要な支援の実施(関係する機関への引き継ぎ)4

87Vol.高砂市地域包括支援センターだより

認知症になっても、安心して生活できるよう、

とは・・・
　認知症の早期診断・早期対応を目的とし、専門医・保健師・社会福祉士などの
多職種の医療と福祉の専門スタッフで構成された、専門職のチームです。
　認知症の人やその家族でお困りのケースの相談をお受けします。

（高砂市地域包括支援センター）

・身近な医療機関がわからない。
・本人が医療機関に行きたがらない。

がお手伝いします。認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム

支援の流れ

認知症相談センター
身近な地域の認知症の相談窓口です。
認知症サポート医等と連携し、必要に応じて身近な医療機関へつなぎます。

地域包括支援センターへ相談（TEL079-443-3723）1

〜相談内容の例〜

医療機関の受診について

・認知症サポーター養成講座を受けたい。
・認知症サポーターとして活動したい。

認知症について知りたい

高砂市地域包括支援センターTEL.079-443-3723

社会福祉士

保健師

医　師

認知症は誰にでも起こりうる病気です。一人で悩まず、早めの相談・受診が大切です。
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市内在住の65歳以上の人

高砂市福祉ユーアイ福祉交流センター内1階相談室2
（高砂市高砂町松波町440-35）

毎月第3火曜日、7月19日(火)

一人あたり45分  ■時間が選べます（先着順）
①午前10時  ②午前11時  ③13時  ④14時  ⑤15時

各時間1名

対話形式で簡単な問題に答えて頂きます（15分程度）

無料

電話（又は来所）にて1週間前までに予約。1ヶ月前より予約可能。

高砂市地域包括支援センター　☎079-443-3723

対 象 者

場 所

日 時

時 間

人 数

実 施 方 法

費 用

申 込 方 法

連 絡 先

高砂六星会､㈱優和､若年性認知症の本人とその
家族の集い「子いるかの会」､平本医院､高砂市環
境政策課     

森川 佳昭､福田 洋子､砂川 守雄､名嘉 初枝､
西岡 寿美､鷹巣 絹子､横尾 幸子､中嶋 信幸、匿名

H28.5.1～5.31　※敬称略
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

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

第８７回東播地区メーデー実行委員会・・・タオル300枚
横尾 幸子・・・・・あったかすっぽりケット､鞄2個､衣類2枚
匿名・・・・・・・・・・・・・・紙オムツ2袋､バスタオル4枚､タオル2枚
匿名・・・紙オムツ3枚､おしり拭き1パック､衣類26枚、靴下10足
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肌着2枚､衣類2枚、靴下3足

善意銀行預託状況善意銀行預託状況
～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。～

地区名 氏　　　　名 金額（円） 備　　　　考

2,000

5,000

30,000

20,000

5,000

10,000

お地蔵さんのおさい銭　　
2,500円をあすなろ学園へ

お年寄りの為に 

高 砂

荒 井

伊 保

米 田

阿弥陀

玉野　俊行  

匿名

匿名

匿名

天満　了

ヘアーステージハニー

あたまの健康チェック
してみませんか

【熊本地震義援金　寄附者名簿】
※平成28年5月6日～5月31日まで受付分(敬称略､順不同)

※中央共同募金会を通じて､熊本県･大分県の共同募金会に
　計100,967円を送金しました。

まちの寺子屋ベイ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
天満 了・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
高砂市社会福祉協議会職員・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
社協募金箱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
街頭募金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

5,000円
5,000円
54,500円
761円

35,706円

5月20日にアスパ高砂にて熊本地震義援金の
街頭募金を実施しました。計35,706円集まりました。
ご協力ありがとうございました。
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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

お弁当、くだもの、おはぎ等を頂きな
がらお喋りし、楽しいひとときを過ごす

時代劇のDVDを鑑賞し、手作りのドーナ
ツやゼリーを頂きながら親睦を深める

百歳体操の後、弁当を頂き、恒例のビ
ンゴゲームで盛り上がる

「正しい睡眠知識」や「特定保健用食品」に
ついて学び、健康について理解を深める

新しい福祉委員の紹介を行い、参加
者同士お喋りし、楽しい時間を過ごす

桜の木の下で記念撮影後、食事やカ
ラオケを楽しむ

◆阿弥陀町
　阿弥陀東福祉部会（4月20日）
新年度の役員を紹介後、地域におけ
る課題などを話しあう

◆阿弥陀町
　北池福祉部会（4月21日）
一年間の予定を確認後、ゲームやカラ
オケなどで楽しいひとときを過ごす

◆阿弥陀町
　魚橋山ノ端福祉部会（5月16日）
認知症予防のゲームを行い、景品を
競っての輪投げ大会で盛り上がる

モーニングを頂きながら楽しくお喋り
し、親睦を深める

いきいきサロン時に使用する昔懐か
しい大豆入れのお手玉を作製

今年新1年生になる生徒へお菓子や文
具をプレゼントし、三世代親睦を深める

～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、4月～5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。

◆伊保町
　古沼福祉部会（4月12日）

◆中筋校区
　中筋西福祉部会（4月11日）

◆曽根町
　南之町福祉部会（4月5日）

◆米田町
　古新福祉部会（5月7日）

◆米田町
　島福祉部会（5月13日）

◆阿弥陀町
　西下台福祉部会（4月11日）

◆北浜町
　北脇福祉部会（4月23日）

◆北浜町
　牛谷団地福祉部会（4月4日）

◆北浜町
　牛谷東福祉部会（4月3日）
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高砂市ファミリーサポートセンター
TEL 442-0555　FAX 443-0505

　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。
　みなさまもファミリーサポートセンターの会員になりませんか？

申込み・
問合せ

《日 時》7月13日（水）9:30～11:30
〈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
〈対　象〉 ファミリーサポートセンター提供会員・
             両方会員、子育て支援に関心のある人
〈定　員〉 20名
〈託　児〉 定員5名（対象：1歳6ヵ月以上の子ども 要予約）
〈締　切〉 7月11日（月）

《日 時》8月30日(火)10:00～11:30
〈場　所〉 阿弥陀公民館 1階 研修室1
〈対　象〉 ファミリーサポートセンター登録会員
〈内　容〉 「子どもの食事と栄養」

講師：市福祉部  子育て支援室  栄養士
楽しい工作もあります。小さいお子さん
も、小学生もいっしょに参加できます。

〈定　員〉 25組（定員になり次第締め切ります。)
〈締　切〉 8月26日 (金)

　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。

　ファミリーサポートセンターでは会員のみなさん
に集まっていただいて茶話会を開催します。

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。）

生きがい対応型デイサービスセンター

生きがい対応型デイサービスセンターだより

☎444-3030  申込み・問い合わせ先

●参加費：各回50円

　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。

7月14日(木)  13：30～
荒井公民館  2階  会議室３

7月19日(火)  13：30～
阿弥陀公民館  2階  講堂

7月25日(月)  13：30～
曽根公民館階  ２階  講堂

子育て応援講座 ファミサポにこにこ交流会

●日　時：7月15日(金)
               10：30～11：45
●参加費：100円
●定　員：30名
●締　切：7月12日(火)

●11日(月）

●午前（10：00～）

●午前（9：00～）

5日（火） いきいき体操　　　　　
6日（水） 絵手紙
11日（月） うたの会
13日（水） 折り紙 
21日（木） 折り紙
22日（金） 朗読の会
26日（火） ゆうゆう体操
28日（木） おしゃべり会

※10：15～

●午後（13：30～）●午後（13：00～）
8日（金） コミュニケーション
               マージャン

わくわくフェスタ

木

水

様々なライフスタイルに合わせた色使いで、
あたらしい自分を見つけてみませんか？

囲碁将棋

わきあいあいサロン

● 1日(金）
●26日(火）

● 6日(水）
●29日(金)

7月定例行事
随時見学受付中!!

第1回 提供・両方会員フォローアップ講座＆情報交換会

時　　間

9:30～10:30

10:40～11:30

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  保育士

「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？

～みんなでワイワイがやがやお話しましょう～

健康セミナー～男塾～健康セミナー～男塾～
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第1回　認知症サポーター活躍講座

第2回　介護者のつどい「やさしい介護食について」

申込み・問合せ先
ボランティア活動センター ☎442ｰ4047

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎443ｰ3723

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：7月14日(木) 14:00～15:30
場 所：特別養護老人ホ－ム めぐみ苑 会議室
　　   (高砂市阿弥陀町阿弥陀43-1)
          ※昨年と場所が変わっています。
講 師：特別養護老人ホ－ム めぐみ苑
　　　管理栄養士　藤井  玲子 氏

内 容 : 講演及び交流会
対 象 : 介護食について学びたい方、興味のある方
定 員 : 20名(定員になり次第締切)     
参加費 : 無料

ゲームで学ぶ防災教室

触って楽しめる！
簡単な飛び出す絵本を作ろう！

日　時：７月２９日（金）９：３０～１１：３０
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
参加費：無料      締　切：７月２２日（金）

日　時：７月３０日(土)●参加希望の時間帯を選んでください。
                ① ９：００～１０：３０　※８：３０集合
           ②１０：３０～１２：００　※１０：００集合
               ※雨天の場合は、７月３１日(日)に順延
場　所：高砂本港～高砂沖
　           ※集合場所：高砂フィッシングセンター前（高砂市高砂町材木町1198）
募集人員：各８組（障がい児と保護者）※先着順に受付
参加費：１人　５００円（保険代等含む）
内　容：ヨットに乗って高砂沖をセーリングします。
締切り：７月２３日(土)
主　催：ＮＰＯ法人高砂海文化２１Ｃ・高砂市ボランティア活動センター

対　象：小学４年生～中学３年生
定　員：各１５名（先着順）

耳より
ホットライン

チャレンジ！
ジュニアボランティア２０１６

障がい児体験セーリング

簡単に出来る飛び出す絵本を作って、
視覚障がい者にプレゼントしよう！
日　時：８月５日（金）９：３０～１１：３０
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター　交流スペース６
参加費：無料      締　切：７月２９日（金）

災害発生！そのとき、キミはどうする？！

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会 ☎444ｰ3020

～介護の不安、いらいら、心の内を話してみませんか！～

～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～

「いるかの会」

日　時：7月17日（日）10：30～14：00
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）
場　所：高砂市伊保中央公民館 2階 調理室

日　時：7月4日（月）、8月1日（月）10：00～12：00
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。
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 1階 研修室

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：7月13日（水）13：30～15：00
内　容：わいわいがやがや話し合い
場　所：高砂市文化保健センター 栄養指導実習室

日　時： 7月12日(火) 13:30～15：00
場　所 : 高砂市ユーアイ福祉交流センター
内　容 : 認知症カフェについて
対　象 : 今までに認知症サポーター養成講座を受講された方
定　員 : 60名(定員になり次第締め切ります)
参加費 : 無料

「子いるかの会」

「すずらんの会」

～ランチはいかが？～

～家族の日～

日　時：7月19日（火）13：30～15：30
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
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１

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

申込み・問合せ先
高砂市保健センター ☎443ｰ3936

どちらも親子で参加できます

小雨決行です。荒天の時は順延いたします。その場合
は、朝7時30分の時点で判断し、連絡いたします。

雨天の
場合

お詫び
社協だより第286号において、
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。

(誤)伊保小学校

(正)曽根小学校
今回の不手際につきまして深
くお詫び申しあげます。

→ 

●1ページ 右上写真

H28(2016）. 7. 1発行 第287号 8


	287-P01.pdf
	287-P02
	287-P03
	287-P04
	287-P05
	287-P06
	287-P07
	287-P08

