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この機関誌は共同募金配分金により発行しています

Ｐ２ 赤い羽根共同募金　Ｐ3 第26回 みんなの社協フェア   Ｐ4 高砂市地域包括支援センターだより   
Ｐ7 会員会費のお礼

赤い羽根共同募金は
じぶんの町を良くするしくみ

｢赤い羽根共同募金運動｣が始まります（10月1日～3月31日）

戸別募金
各地区の自治会を通じて、各
世帯にお願いします。
※募金は強制ではありません。　

法人募金
各地区の民生委員･児童委員
を中心に企業･商店等の事業者
に募金協力のお願いをします。

学校募金
市内の小･中･高等学校の児
童･生徒による自発的な募金
協力を呼びかけます。

街頭募金
駅前やスーパーなど人が集ま
る場所で募金を呼びかけます。

イベント募金
｢みんなの社協フェア｣や地域
のイベントで募金箱を設置
し、協力を呼びかけます。

職域募金
各種団体･社協職員･行政職
員･福祉事業者の職員に依頼
をします。

主な内容

募金の種類

ご支援、ご協力お願いいたします
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赤い羽根共同募金
高砂市の福祉に役立てられています

～助け合い 広がる つながる 赤い羽根～

共同募金の主なつかいみち

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､声かけや行動が､高砂市の地域福祉の推進に大きな力に
なっています。今年もみなさまの温かいご支援をお願いします。

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。

地域福祉・在宅福祉推進事業
（2,548,000円）

福祉教育推進事業
(1,303,000円)

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。

福祉啓発事業
（2,047,000円）
福祉の関心を高めてもらうことを
目的に「第２６回みんなの社協フェ
ア」を11/20(日)に開催します。

ボランティア
活動事業

（1,341,000円）
点訳･要約筆記ボランティア養成講
座や高校生ボランティア啓発事業
等､様々なボランティアの養成･研
修を行い､市内のボランティア活動
を推進します。

地域福祉事業
助成事業

（550,000円）
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。

兵庫県共同募金委員会 高砂市共同募金委員会(高砂市社会福祉協議会内)
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） ＴＥＬ079-443-3720 ＦＡＸ079-444-4865

 兵庫県共同募金会ホームページ 

は

http://www.akaihane-hyogo.or.jp/   

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等を
展開します。

◀みんなでこころみ
　楽リエーション
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～共に生きる地域づくりをめざして～
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【時  間】

【テーマ】

正木　明（まさき あきら）
　20歳で『波乗り』というスポーツに出会い、波がいつ、どこに立つのかを知りたくて、『気
象』の勉強を始めたことが、現在の仕事に就いたきっかけとなる。お天気キャスター歴は
26年を超え、「関西の朝の顔」としてお茶の間にも定着している。
　日々の天気の移り変わりの中で、特に最近の急激な気候変化に対し、何か出来る事はな
いかと模索する中、防災士としての資格も活かし、気象からくる災害やその他の防災に関
しても知識を深めている。

■ 主な出演番組（現在）
　 朝日放送『おはようコールＡＢＣ』、『おはよう朝日です！』
　 ラジオ関西『正木明の天気のソムリエ』

プロフィール

子どもから大人まで
 楽しめる福祉イベントです

コープこうべ
コーナー

模擬店

催しコーナー

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

ボランティア募集！日当
フェア当日、お手伝いいただける方を募集中です。
当日の準備・後片付け・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ください。

第26回みんなの社協フェア企画実行委員会事務局
お問いわせ先 TEL.079-442-4047

みんなの社協フェア
高砂市文化会館
高砂市文化保健センター

日時 場所
10時00分～15時30分
11月20日（日）

「いま気象予報士として思うこと」
～健康・子育て・防災～

【講  師】正木  明氏

気象予報士・防災士

14時00分～15時10分

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

他のイベント

詳細は
11月号で。
お楽しみに！

第26回 入場無料
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問い合わせ

90Vol.高砂市地域包括支援センターだより

男性介護者のつどいに参加しませんか？

認知症カフェに来てみませんか？

日　時：11月16日（水） 13：00～15：00
場　所：特別養護老人ホーム のじぎくの里（会議室）
            （高砂市北浜町西浜773-3）
講　師：のじぎくの里デイサ－ビス相談員　森岡五郎氏
　　　  のじぎくの里特別養護老人ホ－ム相談員　江口明氏
内　容：男性介護者の講演・交流会など
対　象：現在、在宅で介護されている方、介護経験のある男性の方
定　員：２０名（定員になり次第締め切ります）

認知症の方とその家族、地域住民、専門職などの誰もが
参加でき、交流できる場所

認知症の方とその家族が安心して悩みを打ち明けられる場所

認知症の方とその家族が自分の役割を持ち、社会と関わりを持てる場所

お茶や交流を楽しむ以外に、専門職による相談やミニ講座、レクリエーション、体操などを
行う場所

高砂市地域包括支援センターTEL.079-443-3723

介護技術の指導・介護者同士の交流を目的に、介護者のつどいを開催しています。

※予約制となっておりますので、各施設に直接申し込みをしてください。

認知症カフェとは…

カフェの名称 問い合わせ先
特別養護老人ホーム めぐみ苑
Tel 079-449-0111
グループホーム 心まち
Tel 079-431-0361

鹿島の郷
Tel 079-446-4166

活動日程 10月の開催

めぐみカフェ

かしま～ずカフェ

認知症カフェ
心まち

月１回 第３水曜日
10：00～12：00

月１回 第３金曜日
13：30～15：30

月１回 第４日曜日
10：00～12：00

10月19日（水）

10月21日（金）

10月23日（日）

テーマ：～心のよりどころ〈男性ならではの気持ち、
　　　　　　　　少し軽くしてみませんか？〉～
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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

「落語会」を開催、会場は笑いに包ま
れる

工場への見学会を開催、その後バイ
キングを頂き、交流を深める

「七夕祭り」を開催、民謡の総踊りで盛
り上がる

夏まつりを開催、バーベキューやかき氷等を
頂き、参加者どうし和気あいあいと楽しむ

七夕で短冊に願いをこめて、カラオケ
やおしゃべりを楽しむ

「お話し会」を開催、折り紙、小物入れ
等を作り、楽しい時間を過ごす

◆米田町
　中島三丁目福祉部会（7月7日）
笹の葉に願い事を書いた短冊を飾り、
ラジオ体操を行う

◆阿弥陀町
　西下台福祉部会（7月18日）
手作りそうめんを頂いた後、カラオケ
を楽しみストレスを発散する

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会（7月9日）
手作りピザを頂いた後、ビンゴゲーム
を楽しむ

お座敷小唄の合唱や綾小路きみまろ
のＤＶＤを鑑賞し、楽しい時間を過ごす

軽食を頂きながら釣ゲーム、折り紙、
ナンプレ等を行い、皆熱心に取り組む

手作りカレーを頂きながら近況を話し
合い、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、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。

◆高砂町
　第9福祉部会（7月18日）

◆荒井町
　緑丘福祉部会（7月15日）

◆伊保町
　伊保西部福祉部会（7月12日）

◆伊保町
　三ノ島福祉部会（7月23日）

◆中筋校区
　春日野町福祉部会（7月4日）

◆米田町
　島福祉部会（7月8日）

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会（7月23日）

◆北浜町
　牛谷東福祉部会（7月3日）

◆北浜町
　牛谷団地福祉部会（7月25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？

高砂市ユーアイ福祉交流センター2階高砂市高砂町松波町4 4 0 - 3 5

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・問合せ先

●日　時：10月21日(金)
              13：30～15：00
●集合場所：総合体育館玄関前
●参加費：200円　
●定　員：30名
●申込締切：先着順受付
　（定員になり次第、締切ります）

●17日(月）

●午前（10：00～）

●午前（9：00～）

4日（火） いきいき体操
5日（水） 絵手紙
12日（水） 折り紙
17日（月） うたの会
               うたの会
20日（木） 折り紙
25日（火） ゆうゆう体操
27日（木） おしゃべり会
28日（金） 朗読の会

●午後（13：30～）
●午後（13：00～） 14日（金） コミュニケーション

               マージャン

木

水

わきあいあいサロン

●5日(水）
●7日(金）●25日(火) ●31日(月)

10月定例行事
随時見学受付中!!

初心者大歓迎です。
秋空の下、颯爽と歩きませんか？

わくわくフェスタ

●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。

10月13日(木)  13：30～
荒井公民館  2階  会議室3

10月18日(火)  13：30～
米田公民館  1階  集会室

10月31日(月)  13：30～
北浜公民館  ２階  集会室

第２回 入会説明会

《日時》10月29日（土）10:00～11:30 
〈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〉 20名　
〈託児〉 5名（対象：6ヵ月以上の子ども 要予約）
〈締切〉10月27日(木)

依頼会員として登録できます

♪個別説明も行っています♪　

個別説明は電話で予約をしてから
センターへお越しください。

～安全で運
動効果バ

ツグン～

困ったなぁ…
そんな時ファミサポを利用してみませんか？

～入会から活動までの流れ～

主な
依頼内容

●保育園、幼稚園、学童保育、習い事先への
  送迎や開始前・終了後の預かり
●産前産後の上の子どもの預かりや送迎

① 会員登録(依頼会員として)します。
② 頼みたい日時が決まったら、センターに依頼の電話をします。
③ センターは活動可能な人(提供・両方会員として登録している人）
    を紹介します。
④ 活動日までに当事者同士で事前打ち合わせをします。
    （2回目以降なら電話でOKです。）
⑤ 活動終了後、利用料金の受け渡しをします。
     ※両方会員とは依頼会員と提供会員を兼ねる方です。

◎利用料金◎　　
活　　動　　日

平　日（月～金） 350円7:00～19:00

6:00～22:00
6:00～7:00、19:00～22:00平　日（早朝・夜間）

土・日・祝日及び年末年始

時　　　　間 利用料金※

400円
400円

※利用料金は30分あたりの料金です。

この機会にぜひご参加ください。登録は無料です。

申込み・
問合せ

（10：00～）
（12：00～）

囲
碁
将
棋
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カネカ保険センター㈱高砂営業所､㈱博幸商会､
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､ガールスカウト兵庫県
第71団、高砂市生活福祉課､財務部納税課  
   
濱里一枝､工藤妙子､松本奈津子､匿名

H28.8.1～H28.8.31 ※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。

松波Ｍ．Ｍ･･････････････靴下4足､Ｔｼｬﾂ16枚
匿 名････････････････････タオル29枚、ズボン1枚

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

3,000

20,000

12,759

50,000

10,000

3,000

3,680

100,000

高 砂

曽 根

米 田

阿弥陀

北 浜

その他

玉野俊行  

松波Ｍ．Ｍ

曽根地区青少年
健全育成協議会 

米田西小学校

匿名

ヘアーステージハニー

匿名

なかよし明友会

匿名  

フリーマーケット収益金

曽根総おどり出店売上金
の一部を福祉のために

善意の日の募金 

父の供養として
肢体不自由児者
親の会へ20,000円

お年寄りの為に 

 
バザー収益金の一部

供養のために

81.0％の加入率、5,393,250円のご協力をいただきました。

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

4,014

5,306

2,290

3,924

9,085

3,648

1,794

33,293

33,472

2,752.0

3,955.0

3,968.3

1,954.0

3,494.0

6,351.0

2,904.0

1,588.0

26,966.3

28,303.0

550,400

791,000

793,650

390,800

698,800

1,270,200

580,800

317,600

5,393,250

5,660,600

85.1 

98.5 

74.8 

85.3 

89.0 

69.9 

79.6 

88.5 

81.0 

84.6 

　

　

　

　

　

　

　

加入口数

　

　

　

　

　

　

　

納入額(円) 加入率(％)

平成28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28年9月5日現在）

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
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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
　　　　　〒676－0023 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（ユーアイ帆っとセンター）内
　　　　　電話 079-443-3720（代表）　FAX 079-444-4865　ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/

～みんなで楽しむサロンです～

～家族の日～

日　時：10月16日（日）10：30～14：00
内　容：お弁当を買って、お散歩へ行こう！
参加費：500円
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6
※雨天の場合は、交流スペースでおしゃべりをします。

日　時：10月3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

応募先・
問合せ先 （高砂市社会福祉協議会内） TEL 079-443-3720　FAX 079-444-4865高砂市共同募金委員会事務局

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

～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」
サービス付き高齢者向け住宅を見学し、
施設への理解を深めます。

日　時：10月20日（木）13：30～15：00
内　容：お菓子づくり
場　所：高砂市文化保健センター 1階 
           栄養指導実習室

「子いるかの会」

「すずらんの会」

日　時：10月24日（月）13：30～15：00
内　容：施設概要説明と施設見学
見学先：ふぁ～みんの里 高砂
         （高砂市阿弥陀町北池102）
※現地に直接集合してください。
定　員：15名（定員になり次第締め切り）

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

あたまの健康チェックしてみませんか？

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：10月18日（火）
　　　　   ①10時②11時③13時④14時⑤15時
場　　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター１階　相談室１
人　　数：各時間１名
費　　用：無料
対　　象：高砂市内在住の６５歳以上の方
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えて
              いただきます。（１５分～３０分程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。
申込締切：10月11日（火）

物忘れが気になる方、もしかすると認知症予備軍である
MCI(軽度認知障害)かもしれません。

歳末たすけあい募金を活用し、助成を行います
～高砂市共同募金委員会　地域福祉交流事業助成公募案内～

年末年始に地域で行う地域福祉交流イベント
等で次に掲げる事業
①世代間交流事業　   ②障がい者交流事業　 
③高齢者交流事業　　④子育て支援交流事業　 
⑤グループ交流事業　⑥その他委員会が認めた事業

助成対象事業1 事業実施期間3

助成金額4

応募方法5

応募締切日6

助成対象団体2 概ね市内で組織する団体
①自治会　②婦人会　③老人クラブ　
④民生委員児童委員協議会　⑤子ども会　
⑥町福祉推進委員会及び小地域福祉部会　
⑦ボランティア団体　⑧その他委員会が認めた団体

12月1日から翌年1月31日まで

実施事業費の1/2で5万円を限度とする

下記の書類を高砂市共同募金委員会事務局まで提出
①高砂市共同募金委員会歳末たすけあい募金地域福祉交流事業助成
　交付申請書（様式第1号）
②団体概要書及び事業計画書（様式第2号）

11月８日（火）

１２月から実施する｢歳末たすけあい運動｣にお寄せいただいた募金により､年末年始に市内で地域福祉交流事業
等を行う団体等に対し､下記の要領で助成を行います。
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