
～ 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

しゃ きょう

月号3
平成２9年
（２０１7年）

Vol.295

～身近な福祉の相談役・推進役として研修を受けていただきました～

レクリエーション講習会
9月17日

サロン等で簡単に楽しめるレクリエーションと登録ボランティ
ア団体を紹介。62名が参加しました。

小地域福祉活動リーダー交流会
10月22日

「ご近所力は地域力、サロン運営を楽しもう」をテーマに交流会
を開催。長く続くサロン運営の秘訣ついて42名が学びました。

P2・3…賛助会費のお礼　P4…認知症サポーター養成講座開催案内　P7…歳末たすけあい運動のお礼

第10期福祉委員委嘱式及び研修会
6月25日

新たに第10期福祉委員918名を委嘱し、「改正介護保険法と
新しい地域支援事業」をテーマに研修を行いました。

地域福祉リーダー養成講座
7月～8月

新任の福祉委員を対象に、5回コースで開講。福祉委員の役割
について69名が学びました。
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問い合わせ 高砂市地域包括支援センター
TEL.079-443-3723 FAX.079-443-0505

いくつになっても

自分らしい生活

地域の仲間といきいき百歳体操
　いきいき百歳体操は、調節可能なおもりを手首や足首につけて、座
って行う簡単な筋力体操です。無理なく自分のペースで行うことがで
き、筋力がつくと動きが楽になります。いきいき百歳体操で、地域の仲
間と楽しく介護予防をしませんか？

元気で！いきいきと！

を送るために！

コラム 　４月から介護保険の総合事業が始まります。総合事業は、主に要支援の高齢者の
方の自立に向けた事業となりますが、新しく基本チェックリストによる事業対象者

の方も対象となります。支援センターでは、円滑な導入に向けて職員研修や準備作業に取り組んでいます。
高齢者の方が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしができるよう努力したいと思います。

③背もたれ付きの椅子が
　用意できる
④DVDを見る機械が用意できる

①3人以上で週1～2回、3か月以上
　継続実施できる
②会場が確保できる

地域でいきいき百歳体操を始めるには？

認知症サポーター養成講座
を開催しませんか？

3月18日（土）13:30～16:00
地域密着型特別養護老人ホ－ム
常寿園（3階）
高砂市北浜町牛谷721-1
高砂市地域包括支援協力センタ－常寿園
主任介護支援専門員　藤中 力 氏
講演及び交流会
男性で介護中の方や介護経験
のある方等
15名（定員になり次第締切）
無料

介護者のつどい
～男性介護者のつどい～

認知症サポーター養成講座は、認知症になっても安心
して暮らせる町づくりを目指して開催しています。認
知症を正しく理解し、偏見を持たず、温かい目で見守
る応援者を養成します。

開催申込書は、高砂市地域包括支援センター、市高年介
護課に置いています。
ご希望により、ＦＡＸ又
は郵送します。

●開催日の2か月前までにお申し込みください。
●開催場所は、実施団体でご用意願います。
●参加者は２０名程度でお願いします。
●開催時間は、９０分程度となります。
●スライドを上映しますので、ある程度の広さ
   が必要です。

日  時

場  所

講   師

内  容
対  象

定  員
参加費

▲はまゆう（曽根）

（高齢者の介護と福祉の相談窓口）
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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：3月17日(金)
　　　       13：30～15：30
●集合場所：曽根天満宮随神門前
●定　 員：20名  ●参 加 費：100円　
●持 ち 物：飲み物
●申込締切：先着順受付
  （定員になり次第、締め切ります）

●13日(月）

●午前（10：00～）

●午前（9：00～）

1日（水） 絵手紙
7日（火） いきいき体操
8日（水） 折り紙
13日（月） うたの会
               うたの会
16日（木） 折り紙
23日（木） おしゃべり会 
24日（金） 朗読の会
28日（火） ゆうゆう体操

●午後（13：30～）
●午後（13：00～） 10日（金） コミュニケーション

               マージャン

木

水

●1日(水）
●3日(金）●6日(月) ●28日(火)

3月定例行事
眺めの良い日笠山で

春の訪れを感じてみませんか？

随時見学受付中!!わくわくフェスタ

《日時》 3月18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、2
〈講 師〉 トータルマナー研究所　
           所長　河本 栄味子　氏
〈対 象〉 ファミリーサポートセンター会員、
           子育て中の人、 子育て支援に関心のある人
〈定 員〉 30名
〈託 児〉 10名（対象：6ヵ月以上の子ども要予約）
〈締 切〉 3月16日(木)

申込み・
問合せ

（10：00～）
（12：00～）

『子育ては親育て』

ハイキング

囲
碁
将
棋

わきあいあいサロン
生きがい対応型デイサービスセン
ターでは、介護予防の体操や楽し
いゲームなど、交流を目的とした
「地域出前型茶話会～わきあいあ
いサロン～」を、地域の公民館にて
開催しています。

今後の日程は、来月号以降の本欄
をご覧ください。

全ての
行事の参加・見学には、
お申込みが必要です。

《日時》 3月11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

〈定 員〉 20名    
〈託 児〉 5名(対象：6ヵ月以上の子ども 要予約）
〈締 切〉 3月9日(木)

第4回 入会説明会
説明会に参加されると依頼会員に登録できます。
この機会にぜひご参加ください。

～おかあさんは我家の太陽～
「子育てのヒント」を学び、子育てや子育て支援に役立
てませんか？

交流会の様子です

みなさまもぜひ
ご参加ください。

人形劇や、
エプロンシアター、
ハンドベルの演奏など
57名の親子が
楽しみました。

平成28年度 子育てセミナー

（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）

※歩きやすい靴と服装でご参加ください。

健脚
向け
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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

町内一斉清掃後、豚汁、餅を食べながら三
世代で親睦を深め楽しいひとときを過ごす

氷川きよしのDVDを観賞しながら食事を
楽しみ、くじ引き、カラオケで盛り上がる

講師をお招きし、フラワーアレンジメ
ントを習い、正月飾りを製作する

ボランティアグループによるマジックショー
を観賞後、お茶を飲みながら近況を話し合う

お弁当を頂いた後、クリスマスソングの合唱
やビンゴゲームなどで楽しい一日を過ごす

「クリスマスパーティー」を開催、ゲーム等で子供
も大人も楽しい雰囲気でわきあいあいと過ごす

◆中筋校区
　中筋西福祉部会（12月12日）
輪投げゲームやビンゴゲーム、ボラン
ティアによる手品で盛り上がる

◆中筋校区
　中筋一丁目福祉部会（12月25日）
「餅つき大会」を開催、多数の町民が参加し、
ぜんざいや野菜の販売等大いに盛り上がる

◆曽根町
　東之町福祉部会（12月8日）
市より講師を招き、振込み詐欺のお話を聞
いた後、子供の園保育園の園児とふれあう

「ふれあい喫茶」を開催、モーニングをいた
だきながらお喋りを楽しみ、親睦を深める

「クリスマス会」を開催、トランプを楽しみ、
ショートケーキやみかんを食べながら歓談

ぜんざいや餅をいただいた後、子供たちがハンドベル
でクリスマスソングを歌い、みんなから拍手が起こる

～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、12月～1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
　蓮池福祉部会（12月4日）

◆荒井町
　千鳥福祉部会（12月18日）

◆荒井町
　若宮町福祉部会（12月28日）

◆伊保町
　伊保中部福祉部会（1月20日）

◆伊保町
　伊保西部福祉部会（12月13日）

◆伊保町
　三ノ島福祉部会（12月3日）

◆曽根町
　北之町福祉部会（12月10日）

◆米田町
　高砂アーバン福祉部会（12月16日）

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会（12月23日）
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H29.1.1～H29.1.31　※敬称略

ー金銭の部ー 

※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
～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

120,000

3,680

5,000

30,000

4,893

10,000

36,133

10,000

3,587

高 砂

荒 井

曽 根

阿弥陀

北 浜

玉野　俊行  

カネカ労働組合高砂支部

自由空間  

匿名

匿名

曽根小学校  

高砂コープ委員会

阿弥陀小学校  

ヘアーステージハニー

牛谷団地福祉

ー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ー
めぐみ苑、自由空間、カネカ労働組合高砂支部、
㈱優和  

門野康子､田中武子､木下節子、糟谷満子、匿名年末社会福祉カンパ 

寄贈品の売上げを福祉のために

 

 

お年玉募金

お年寄りのために 

歳末たすけあい運動へのご支援ご協力ありがとうございました！！

募金を助成した団体より、ありがとうメッセージが届きました♪

　１２月１日より『つながりささえあう　みんなの地域づくり』
を合言葉に歳末たすけあい運動を実施しました。市民のみな
さまのあたたかいご支援とご協力をいただきありがとうござ
いました。
　今年度は、右表のとおり5,005,273円の募金が集まりまし
た。集まった募金は、地域福祉・在宅福祉の推進に活用させて
いただきました。

　今年も各種団体の協力を得、「高砂来て民家まつり」を実施
しました。同時に松宗蔵と大崎家住宅と共に「古民家まつり」
も開催し、幅広い世代の参加者に喜んでもらえる一日になり
ました。音楽や写真展、手づくり食事や体験コーナーなどの催
しの中、特に餅つきは好評で、行列ができるほどでした。
　こうした事業ができるのは、歳末たすけあい募金助成金が
役立っているとスタッフ一同感謝しています。

高砂地区まちづくり協議会
　三世代交流会をイルミネーションの夕べ（町内有志による）と合
わせて実施しました。この交流会開催には歳末たすけあい運動助
成金を活用させていただくことができ、大変ありがとうございまし
た。交流会イベントには子供会による「餅つき大会」、老人会による
「ビンゴゲーム」ならびに自治会、福祉部による「食事会（たこ焼き・
豚汁・おむすびの提供等）」がありこれらを通じて、日頃は疎遠にな
りがちな世代間ならび各住民間の交流を図ることができました。

牛谷団地自治会

地区名 募金額（円） 募金額（円）地区名

高 砂

荒 井

伊 保

中 筋

その他

536,400

751,000

939,900

320,000

18,173

曽 根

米 田

阿弥陀

北 浜

合 計

689,400

917,600

502,800

330,000

5,005,273
（1月31日現在）
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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 高砂市ボランティア活動センター
☎442ｰ4047

この共済(保険)は、加入されたボランティアの方が自発的な意思に基
づき、日本国内において他人や地域・社会に貢献するなど社会的に意
義があるボランティア活動中(往復途上を含む)の、万が一の事故に備
えていただくものです。

１名 ５００円※いずれの時期に加入しても同額
平成２９年４月１日～
           平成３０年３月３１日２４時まで

●団体に所属するボランティアおよび個人ボランティア
●ボランティア活動を推進している機関・団体

～介護でお悩みの方、気軽にご参加ください～

「いるかの会」

日　時：3月19日（日）13：30～15：30
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6
内　容：ぶらり散歩♪
※交流スペース6に集合してください
 （当日歩けない人は交流スペースでおしゃべりします）
参加費：300円

日　時：3月6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。
参加費：100円

「子いるかの会」
～みんなで楽しむサロンです～

～家族の日～

日　時：3月9日（木）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：リラクゼーション体操
講　師：健康運動指導士　正井　恵子 氏
定　員：20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

①傷害補償：活動中に被った急激かつ偶然な外来の事故によるケガの場合
②賠償責任補償：偶然な事故によって他人の生命や身体を害したり、
他人の財物を滅失、破損または汚損した場合
③死亡見舞金：ボランティア自身が「傷害保険金」の対象とならない
疾病でなくなられた場合

※４月１日以降は、受け付けた翌日からの補償になります。

掛 け 金
補償期間

加入できる方

詳しい内容および加入受付につきましては、
高砂市ボランティア活動センターまでお問い合わせください。

加入受付

（水）
より
3/1ボランティア市民活動・災害共済のご案内平成

２9年度 
４月から新年度です。
お早めにご加入ください！！

ボランティア･市民活動災害共済とは

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/

耳よりホットライン

あたまの健康チェックしてみませんか？

登録型パートヘルパー募集！

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター ☎４４３-３７２３

問合せ先 高砂市社会福祉協議会 介護事業課
　☎443-3408（直通）

日　　時：3月21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：3月14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。

認証認知症カフェ
※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。（参加費あり）

カフェの名称 問い合わせ先

めぐみ苑 Tel 079-449-0111
 心まち Tel 079-431-0361

鹿島の郷 Tel 079-446-4166

活動日程 3月の開催

めぐみカフェ

かしま～ずカフェ

心まちカフェ

月１回 第３水曜日
10：00～12：00

月１回 第4金曜日
13：30～15：30

月１回 第2日曜日
10：00～12：00

3月15日（水）

3月24日（金）

3月12日（日）

３月の開催予定

特別養護
老人ホーム 

小規模
多機能ホーム

認証認知症カフェは、認知症の方やそのご家族、友人が気軽に
参加できるカフェです。認知症についてのミニ講座も行われます。

職　種：ホームヘルパー（介護予防訪問型Ａサービス）
＊緩和した基準によるサービスの提供です。（身体介護はありません）
賃　金：９８０円～
※早朝、夜間、日祝/割増、有給休暇、移動手当、昇給あり
その他：詳しくは、下記までお問合せください

（高齢者認定家事援助ヘルパー養成研修修了者）
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