
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～ 平成29年
(2017年)しゃ きょう

月号月号11

P2……第27回みんなの社協フェア
　　　  イベント案内
P4……要援護者実態調査を実施します
P7……歳末たすけあい募金助成案内

11月12日（日）開催！
と　き 10時00分～15時30分
ところ 高砂市文化会館・高砂市文化保健センター

みんなの社協フェア第27回第27回

講演テーマ
「笑いがなくちゃ
   この世はおしまいだ!!」
講　師

（落語家・漫画家）
林家 木久扇 氏

記念講演

入場無料

体験コーナーの様子

にこにこファミリーフェスティバルの様子

子どもから大人まで
楽しめる福祉イベントです

子どもから大人まで
楽しめる福祉イベントです
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高砂市文化会館・高砂市文化保健センター
10時00分～15時30分
11月12日（日）11月12日（日）11月12日（日）

2人も遊びに来てくれます！

ー  こんな体験ができるよ！  ー

その他のイベント

模擬店メニュー

ボランティア体験・
福祉見聞スタンプラリー
楽しいボランティア体験でスタンプを集めて、
景品を手に入れよう。

10：00～14：00 （＊受付は13：30まで ）
文化保健センター
ぼっくりんホール（中ホール）及び
1階トレーニング室ほか

＊景品対象： 先着100名

と　き
ところ

10：00～11：30
文化会館1階　展示集会室
なかよしコンサート、にこにこペープサート、
親子のふれあい遊び（エプロンシアター 他）

と　き

内　容

ところ

10：00～14：00
文化保健センター
ぼっくりんホール（中ホール）

と　き
ところ

催しコーナー
●アロマハンドマッサージ
●東日本大震災復興支援手作り作品販売
　 地域コミュニティーの再生や、くらしの再建のために、
　 被災された方々が作製された商品の販売です。

●いきいきふれあいバザー ●コープこうべコーナー
●保育園作品展 ●保育園作品展示コーナー
●消費生活センターパネル展示 など

●焼きそば ●おでん ●うどん ●カレー ●とん汁
●お茶 ●パン ●和菓子 ●コーヒー 
●ポップコーン ●綿菓子

●点字 ●手話 ●布おもちゃ作り 
●おもしろあそび体験 ●防災コーナー など

にこにこ
ファミリー
フェスティバル

10：00～14：00
文化保健センター
ぼっくりんホール（中ホール）
● 試食、体験コーナー　
● 減塩料理やパネル展示 など

　　　  高砂市食育推進ネットワーク協議会

と　き

内　容

協　力

ところ

食育推進コーナー
「もぐりん食育広場」

10：00～14：00
文化保健センター
ぼっくりんホール（中ホール）及び
2階ロビー

と　き
ところ

社協活動紹介展・
市民活動団体紹介展

＆

高砂市文化会館
文化保健センター

サンモール

文化会館

会場ご案内図

山陽電鉄・高砂駅を出て東（左）にある踏み切りをわたり徒歩５分。
駐車スペースに限りがありますので、公共の交通機関をご利用ください。
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みんなの社協フェア
～共に生きる地域づくりをめざして～～共に生きる地域づくりをめざして～～共に生きる地域づくりをめざして～

送迎バス運行表

【主　催】

【後　援】

1937年東京生まれ。
テレビ時代の基礎づくりに活躍した幅広い才能の持ち主。漫画家を志し、清水崑に弟子入
りするも、後、桂三木助・林家正蔵に入門。その後、1965年9月二ツ目昇進、1972年9月真
打に昇進。1969年より『笑点』のレギュラーメンバー、TBS朝のワイドショー『奥様8時半で
す』では、番組スタート時から10年間企画・レポーター・司会を務める。文才・画才の他、イラ
スト・カットを手がけ、『落語の隠し味』『昭和下町人情ばなし』等、著書も多数出版。（社）俳
人協会会員、鯨の食文化を守る会員など多方面で精力的に活躍中。

林家 木久扇（落語家）
はやしや き   く   おう

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・高砂商工会議所・神戸新聞社・BAN-BANネットワークス（株）

＊送迎バスは高齢の方、障がい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
曽　根
（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

曽根北之町バス停

中筋公民館前

中筋東バス停（明姫幹線東向き）

ローソン高砂中島3丁目店
向かい側(元阿門前)

アスパ高砂バス停

島バス停（マックスバリュー宝殿店前）
米田公民館向かい側
ゆみ美容室前

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)

10：00
10：10
10：15
10：20

10：00
10：05

10：20

10：25

10：00
10：10
10：20
10：25

10：00

10：05

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。

【テーマ】「笑いがなくちゃ この世はおしまいだ!!」
【講   師】林家 木久扇氏

13時00分～13時30分
13時35分～13時55分

14時00分～15時10分

式　　     典

市民活動発表

記 念 講 演

（落語家・漫画家）

★発表団体：尺八浩山会

じょうとんばホール
（大ホール）の催し

第27回第27回第27回

プロフィール

入場
無料
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※参加費あり

～11月の開催予定～
認証認知症カフェ認証認知症カフェ

カフェの
名称活動日程 問い合わせ先開催日

11月15日
（水）

11月24日
（金）

月１回 第3水曜日
10：00～12：00

Tel 079-446-4166
かしま～ず
カフェ

鹿島の郷

Tel 079-431-0361心まちカフェ月１回 第4金曜日
13：30～15：30

 心まち小規模多機能ホーム

11月12日
（日）

Tel 079-449-0111めぐみカフェ

月１回 第2日曜日
10：00～12：00

めぐみ苑特別養護老人ホーム 

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。
日　時：11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：11月14日（火）

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　☎ 443-3723

要援護者実態調査を実施します要援護者実態調査を実施します

要援護者実態調査とは…要援護者実態調査とは…要援護者実態調査とは…

　　　　　　　   市と社協です。調査員証を携帯した調査員が訪問し、聞き取りを行います。調査の結果は、
市と社協で取りまとめ、管理します。
実施主体は、実施主体は、実施主体は、

プライバシーの保護についてプライバシーの保護についてプライバシーの保護について

高　砂
荒　井
伊　保
中　筋
曽　根
米　田
阿弥陀
北　浜
計

121
81
54
46
116
110
82
38
648

207
102
82
60
117
180
99
57
904

地 区 名 要援護者 災害時要援護者

●高砂市福祉部地域福祉室　高年介護課
　ＴＥＬ４４３－９０２６（直通）  ＦＡＸ４４４－２３０４
●高砂市社会福祉協議会　高砂市地域包括支援センター　
　ＴＥＬ４４３－３７２３（直通）  ＦＡＸ４４３－０５０５

平成28年度 
地区別要援護者等の状況（報告）

調査に関するお問い合わせ先

～誰もが安心して暮らせる町づくりをめざして～～誰もが安心して暮らせる町づくりをめざして～～誰もが安心して暮らせる町づくりをめざして～

　援護が必要な高齢者等が安心して地域で暮らし、また、災害時における要援護
者の避難活動に備えるために、民生委員・児童委員、福祉委員等が調査員となっ
て、要援護者実態調査を11月に行います。この調査をもとに、地域での見守り活動
の充実を図ります。

　ひとり暮らしの高齢者、75歳以上の高齢者二人世帯、障がい者、寝たきり者、認知症者などのお宅へ調査員
が訪問し、ご本人やご家族が困っていること等の聞き取りをする調査です。特に援護が必要とされている人に
ついては、専門機関につなげていきます。また、調査終了後も年間を通じて、民生委員・児童委員、福祉委員等
による地域での見守り・助け合い活動が行われます。

　誰でも他人に知られたくないプライバシーがあることを調査員は
十分理解した上で、知り得た情報は、その個人の困っている問題を
解決することのみに活用します。ただし緊急を要する時や、その人
の生命や身体の安全が脅かされる恐れがあると判断した時は、生命
や身体の安全を守ることを優先します。
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　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。）

11月定例行事

囲碁・将棋

わくわくフェスタ

しめ縄作りしめ縄作り
●日　時：
●場　所：
●定　員：
●持ち物：
●申込期間：

※応募多数の場合は抽選で参加者を決定します。
　詳細は事務所までお問合せください。

11月17日(金)13：30～15：30
交流スペース8・9
15名　●参加費：300円　
はさみ・ボンド
11月1日(水)9：00～11月10日(金)

●午後（13：00～）　　
●   1日（水）　●13日（月）　●16日（木）
●28日（火）　●29日（水）

1日（水）
7日（火）
8日（水）
9日（木）

16日（木）
20日（月）

24日（金）
28日（火）
30日（木）

22日（水）

●午前（10：00～）

●午後（13：30～）

絵手紙
いきいき体操
折り紙㊌
スーパードライブ㊍
　　　　 （9：30～）
折り紙㊍
うたの会B（10：00～）
うたの会A（12：00～）
朗読の会
ゆうゆう体操
おしゃべり会

スーパードライブ㊌
全ての行事の参加・見学には、
事前の申込みが必要です

しめ縄作りを体験してみませんか？

わきあいあいサロン

11月  6日（月）13：30～15:00
中筋公民館 2階 集会室

11月14日（火）13：30～15:00
曽根公民館 2階 講堂

介護予防に役立つ体操やゲームを
下記の各公民館で行います。

●各回参加費：50円

申込み
問合せ

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

クリスマス交流会＆第3回入会説明会クリスマス交流会＆第3回入会説明会

　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？（にこにこポイント対象事業）

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
山陽電鉄『高砂駅』より西へ徒歩10分/『荒井駅』より東へ徒歩15分山陽電鉄『高砂駅』より西へ徒歩10分/『荒井駅』より東へ徒歩15分☎444-3030☎444-3030☎444-3030申込み・問合せ先

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♪ぼっくりんもくるよ♪

～特別ゲスト『人形劇 あんてぃ』さんによる人形劇やお楽しみがいっぱいです♪～

〈日時〉11月12日(日)10:00～11:30
〈場 所〉高砂市文化会館 1階 展示集会室
〈内 容〉なかよしコンサート、にこにこペープサート

親子のふれあい遊び（エプロンシアター 他）

〈日時〉12月15日(金)
〈場 所〉高砂市ユーアイ福祉交流センター
☆クリスマス交流会 10:00～11:00　☆第3回入会説明会 11:00～12:00
※入会説明会には託児(要予約)があります。

第27回みんなの社協フェア 親子で集まれ ！親子で集まれ ！

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

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。
〈日時〉12月7日(木)10:00～11:30
〈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
〈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〉5名(対象：1歳6ヵ月以上の子ども 要予約）
〈締 切〉12月5日(火)

第2回 提供・両方会員
フォローアップ講座＆情報交換会

子育て応援講座子育て応援講座

「子育て中のなんでも相談窓口」
～子育て世代包括支援センターについて学ぼう！～
講師：市子育て世代包括支援センター
　　　　　　　　　　保健師　二見 朋子 氏

「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？

10:00~10:45

10:50~11:30

内　容時　間

※当日受付です。（申込み不要）

詳しくは次号をご覧ください。
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～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、8月～9月に開催された活動の一部をご紹介します。～

小地域福祉活動 写真展

　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。

西部病院より講師をお招きし、医療について
理解を深め、その後お弁当を頂きながら歓談

◆荒井町
　若宮町福祉部会(９月１６日)

夏祭りを開催、盆踊りやお楽しみ抽選会
で夏の夜空の下、楽しい時間を過ごす

◆荒井町
　蓮池福祉部会(８月１９日)

「善宝寺・ふれあいまつり」を開催、手作りカレ
ーやくじ引きなど夏の夜長を大いに楽しむ

◆高砂町
　第2福祉部会(８月１９日)

マジカルエンターテイメント“チェリー”によるマジ
ックショーで大人も子供も楽しいひと時を過ごす

◆荒井町
　小松原団地福祉部会(８月３０日)

DVDを見ながら認知症予防の計算やゲームを行
った後、ゼリーやお菓子を頂きながら親睦を深める

◆伊保町
　古沼福祉部会(８月８日)

曽根天満宮の禰宜をお招きし、神様につい
ての講話を聞き、ヴィオリア演奏に癒される

◆曽根町
　東之町福祉部会(８月２５日)

ヤクルトより講師をお招きし、健康に
ついて楽しく学ぶ

◆曽根町
　南之町福祉部会(８月２８日)

「ふれあい喫茶」を開催、モーニングを
頂きながら楽しく歓談

◆曽根町
　北之町福祉部会(９月９日)

地蔵尊盆まつりを開催、西光寺住職の講話を聞
き、お参りに来た子供もお菓子をもらい大喜び

◆米田町
　美保里福祉部会(８月２３日)

ヤクルト健康教室を開催、健康につい
て学んだ後、カラオケを楽しむ

◆阿弥陀町
　北池福祉部会(８月２２日)

短冊に願いをこめて飾り、モーニング
を頂きながらフラダンスを鑑賞

◆北浜町
　牛谷東福祉部会(８月６日)

志方紙芝居チーム「高御位山のものが
たり」を鑑賞後、輪投げで盛り上がる

◆阿弥陀町
　中通福祉部会(８月２２日)

6H29（2017）. 11. 1発行 第303号



善意銀行預託状況善意銀行預託状況
H29.9.1～9.30　※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 ー金銭の部ー 

ー物品の部ーー物品の部ー
匿名……ランドセル　匿名……布団3枚、毛布7枚

地区名 氏　　名 金額（円) 備　　考

高砂

荒井

中筋

米田

阿弥陀

第35回青春チャリティーコンサートに
よる生徒会・ジャズバンド部募金・
PTAバザー収益金

「歳の数だけ焼鳥プレゼント」
の売上金の一部として

お年寄の為に

2,000

128,607

1,192

12,480

10,000

25,000

10,000

玉野俊行

兵庫県立高砂高等学校

とり基地

ニッセイマンション
管理事務所

天満 了

匿名

ヘアーステージハニー

ー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ーー物品の部（外国コイン・古切手･使用済みカード等）ー
若年性認知症とともに歩む「子いるかの会」、㈱博幸商会、
大橋石油㈱、㈱優和、高砂商工会議所、高砂市役所
**********************************************
匿名

※善意銀行への寄附金は税額控除が適用されます。

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。

※様式は高砂市共同募金委員会事務局
　（高砂市社協内）または、
　高砂市社協のホームページより
　高砂市社協案内 → 助成金の案内で
　ダウンロードできます

～高砂市共同募金委員会
　地域福祉交流事業助成公募案内～
～高砂市共同募金委員会
　地域福祉交流事業助成公募案内～
助成対象事業助成対象事業助成対象事業 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
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

助成対象団体助成対象団体助成対象団体 概ね市内で組織する団体2
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

事業実施期間事業実施期間事業実施期間 12月1日から翌年1月31日まで3

助 成 金 額助 成 金 額助 成 金 額 実施事業費の1/2で5万円を限度とする4

応 募 方 法応 募 方 法応 募 方 法 下記の書類を高砂市共同募金委員会事務局までご提出下さい5
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）

選 考 方 法選 考 方 法選 考 方 法 書類審査及びヒアリング（一部）6

応募締切日応募締切日応募締切日 11月7日（火）7

高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会内）高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会内）

TEL：079-443-3720　FAX：079-444-4865    http://www.takasago-syakyo.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）

歳末たすけあい募金を活用し、
助成を行います
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期　間：平成30年1月18日(木)～3月1日(木)全8回
原則毎週木曜日9:45～11:45 
※第５回のみ、2月18日(日)13:30～15:30

場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 
交流スペース1

対　象：要約筆記やボランティア活動に興味のある
人　15名

参加費：1,500円(内テキスト代1,000円)
締　切：平成30年1月11日(木)
※講座修了者には修了書を交付します。

要約筆記とは、聴覚障がいのある方に会話や講義等の
内容を要約して、書いて伝える活動です。

申込み・問合せ先
ボランティア活動センター　☎ 442-4047

要約筆記
ボランティア養成講座

要約筆記
ボランティア養成講座

日　時：11月18日(土）10：00～ 1時間程度　
※小雨決行

場　所：あらい浜風公園内オーナー花壇
（公園事務所南側）

内　容：市民との協働によるまちづくり活動として、
花壇に植栽をおこないます。

対　象：花と緑のまちづくり活動に興味・関心のある人
持ち物：手袋、三角ホー、移植ゴテなど
その他：申込は不要です。直接現地にお越しください。
※参加者には花苗をプレゼントします。

市民と協働による
花壇植栽活動参加者募集

申込み・問合せ先
☎ 090-4769-1978（浅原まで）

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会　☎ 444-3020

申込み・問合せ先 高砂市社会福祉協議会　☎ 444-3020

～お気軽にご参加ください～

認知症の人を
ささえる家族の会
認知症の人を
ささえる家族の会「いるかの会」「いるかの会」

若年性認知症と
ともに歩む
若年性認知症と
ともに歩む

日　時：11月20日（月）13：30～15：00
内　容：「相続について」
講　師：梅谷事務所 司法書士 梅谷 正太 氏
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
定　員：25名（定員になり次第締め切り）

日　時：11月19日（日） 13：30～15：30
場　所：鹿嶋神社、特別養護老人ホームめぐみ苑　
　　　（1階 会議室）
内　容：ぶらり散歩♪

※めぐみ苑に集合してください（当日歩け
ない人はめぐみ苑でおしゃべりします）

参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

日　時：11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

～家族の日～

支え合う
介護者の会
支え合う
介護者の会「すずらんの会」「すずらんの会」

「子いるかの会」「子いるかの会」

NPO法人　花と緑のまちづくり高砂主催

おせち料理宅配サービスのご案内

料理の内容は写真と異なる場合があります

利用料金：1,000円(1,780円のおせち料理を歳末たすけあい募金より一部補助)
申込対象：市内のお一人住まいの高齢者(65歳以上の方)
配 達 日：12月31日(日) 《時間指定はできません》
申込期間：11月6日(月)～11月24日(金)
注意事項：数量に限りがあります。
　　　　　品切れの場合はご容赦ください。

年末の安否確認を兼ねて、高齢者向けに配慮したおせち料理を
市内のお一人住まいの高齢者に宅配するサービスです。

耳より
ホットライン

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 （代表）　FAX 　ホームページ http://www.takasago-syakyo.or.jp/
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