
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～ 平成30年
(2018年)しゃ きょう

月号月号5

第1回

今回参加できない方は、
　　　にぜひお越しください！
日時：12月10日（月）
　　　14時～15時15分
場所：米田公民館

第2回

P2・3…平成30年の事業計画と予算　P4…共同募金案内　保存版：第6期高砂市地域福祉推進計画（概要版）

「いきいき百歳体操を始めたいけど立ち上げ方
がわからない」など、お悩みはありませんか？
あなたの抱える不安や悩みを解消し、みんなで
楽しく体操が始められるようお手伝いします！

日　時：6月14日（木）14時～15時15分
場　所：ユーアイ帆っとセンター
　　　　交流スペース1～2
じょうとんバスで来られる方は
【ユーアイ帆っとセンター 13時46分着】
のバスでお越しください

この機関誌は共同募金配分金により発行しています

申し込み方法

申し込み・問い合わせ先

下記の連絡先までご連絡ください。
お申込みの際は下記について教えてください。
①氏名　②住所　③電話番号　
④何をみて応募したか　⑤相談会で何を聞きたいか

高砂市地域包括支援センター
住所：高砂市高砂町松波町440-35
TEL：443-3723　　FAX：443-0505

梅ノ井サロン（伊保地区）

ほんわか（阿弥陀地区）

いきいき百歳体操を始めたい方
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　事業の推進にあたっては、理事会をはじめ、評議員会、各委員会等で常に協議・検証し
ながら、組織、経営基盤等の強化に努めます。また、平成29年度からの5ヵ年計画である
「社会福祉充実計画」並びに、市の「地域福祉計画」の推進とあわせて、平成30年度から
の5ヵ年計画である「第6期地域福祉推進計画」の事業展開を図ります。

Ⅰ 計画の推進と組織、経営基盤等の強化

　広報活動については、「社協だより」を毎月発行し、「ホームページ」ではスマートフォン・
タブレットへの対応を可能にし、市民が求める情報の収集と提供に努めます。
　また、「第28回みんなの社協フェア」を開催し、福祉情報の提供、市民の福祉意識及び
社協活動の啓発に努めます。

Ⅱ 市民への情報提供及び啓発の推進

　高校生ボランティア“TKV”の実施など若年層ボランティアを養成するとともに、新た
に移送サービス事業の担い手となる運転ボランティア募集や育成を行うなど、ボランティ
アが円滑に活動できるよう、そのコーディネートに努めます。
　また、小・中学校及び高等学校との連携を図り、福祉教育を推進します。

Ⅲ ボランティア事業の展開と福祉教育の推進

　住民相互の支え合いの体制づくりに向けて生活支援コーディネーターと連携し、新たな
生活支援サービス（移送サービス、エンディングサポート事業助成金支給事業等）につい
て実施に向けた検討を行い、地域支援の強化に努めます。
　また、「ふれあいいきいきサロン事業」を推進し、地域住民相互がつながりを深め、生き
がいを持って暮らせる地域づくりを進めます。

Ⅳ 地域ネットワークづくり（ふれあいのまちづくり事業）の推進

　介護保険事業、障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、ひとり親家庭等家事支援事
業、育児支援家庭訪問事業、生きがい対応型デイサービス事業、生活福祉資金貸付事業、
福祉サービス利用援助事業、ファミリーサポートセンター事業等多岐にわたる介護・福祉
サービスを展開します。
　地域包括支援センターでは、高齢者が可能な限り、住みなれた地域で能力に応じ自立し
た日常生活を営むことができるよう、認知症施策や介護予防事業のいきいき百歳体操の
啓発など地域包括ケアシステムの構築に向け取り組みます。
　子育て支援ではファミリーサポートセンターにおいて子育て中の家庭を地域で支援し、
安心して子育てができる環境づくりに努め、新たに子育てファミリーフェスタを開催しま
す。

Ⅴ 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

と予算が決まりました
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重点推進項目（要旨抜粋）



平成30年度の事業計画

予 　 算

『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！

『一人ひとりが思いやり 心ふれあう ぬくもりのまち』
を目指して！

収入　 千円

支出 千円

【法人総合収支予算（サービス区分別）】

前期末支払資金残高 ②
当期末支払資金残高 ①＋②

サービス区分事業
区分

事

祉

福

会

社

業

業
事
益
公

法人総合合計（①）

前期末支払資金残高（②）
当期末支払資金残高（①＋②）

拠点
区分

部
本
営
運
人
法

等
業
事
険
保
護
介

営
運
人
法

部
本

収入 支出 当期資金収支差額

535,599

（単位：千円）

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

54,990

13,012

6,002

11,105

7,594

41,740

2,224

1,329

86,936

54,734

45,637

10,980

3,444

8,474

936

155,271

7,775

512,183

64,814

13,012

4,698

14,037

7,871

49,772

2,157

5,490

89,510

49,851

46,654

6,825

3,039

8,972

424

159,473

9,000

535,599

▲ 9,824

0

1,304

▲ 2,932

▲ 277

▲ 8,032

67

▲ 4,161

▲ 2,574

4,883

▲ 1,017

4,155

405

▲ 498

512

▲ 4,202

▲ 1,225

▲ 23,416

217,200

193,784

27.7%
受託金収入

29.2%
介護保険
事業収入 

1.3%
会費収入

1.2%
寄付金
収入

13.7%
その他

0.1%
受取利息
配当金収入 9.5%

障害福祉
サービス
事業収入 

0.8%
事業収入 

16.5%
経常経費
補助金収入

　平成30年3月23日に開催された評議員会において、平成30年度の事業計画
及び予算が承認されました。
　地域での問題・課題を解決するため、平成30年度からの5ヵ年計画で策定した
「第6期高砂市地域福祉推進計画」を基に、子ども・高齢者・障がいのある人・生

活困窮者等にあっても、一人ひとりの思いやりや心のふれあい、ぬくもりに支えられ、安心して住みつ
づけられる高砂市を目指して各事業を進めます。
　新たな事業として、買い物弱者、移動困難者に対して、平成31年度開始予定の移送サービス開始
に向け、運転ボランティア養成講座を実施します。
　そして子育て支援では、ファミリーフェスタの開催や、子ども食堂を運営する団体等
に対し、助成支援を行います。
　また、第2層協議体及び生活支援コーディネーターの設置に向け支援・調整します。
　本年度においても多くの地域住民、福祉関係者及び行政機関等と協議、連携等を密
に行い、5つの重点推進項目を掲げ、さらなる地域福祉の充実に努めてまいります。

512,183
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事業方針



※助成申請書は高砂市共同募金委員会事務局にあります。
または、ホームページよりダウンロードできます。

「共同募金運動」でお寄せいただいた募金を、市内で福祉活動等を行う団体及び施設
等の健全な団体運営及び事業運営を支援するめ、「高砂市共同募金委員会地域福祉
事業」として助成するもので、希望する団体、グループを募集します。

赤い羽根共同募金助成案内

団体運営費
助 成 対 象 事 業
助 成 対 象 団 体

助成対象財政状況等

助 成 金 額
提 出 書 類

選 考 方 法

団体の維持管理経費

市内で、地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設、地域でボラ
ンティア活動を行っているグループ及び共同募金会が認めた団体で運営
費が逼迫している状況にある団体

前年度の決算繰越金が当該年度収入額の概ね20%を下回る状況で、か
つ原則とて会計規模が前年度と同様程度であると認められる場合等

概ね、年間運営費の10%以内

地域福祉団体等運営費助成申請書（様式第1号）、
団体概要書（様式第3号）、前年度決算書及び事業報告書、
当年度予算書及び事業計画書

書類審査　ヒアリング

1.
2.

3.

4.
5.

6.

事業経費
助 成 対 象 事 業

助 成 対 象 団 体

助成対象財政状況等

助 成 金 額

提 出 書 類

選 考 方 法

①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
　（ただし、同様と認められる事業については、2年を限度とする
　また、人件費、食糧費、記念品代、景品代等は対象外とする）
②団体の事業実施及び施設に必要な器具備品購入費
　（ただし、原則前年度助成を受けた者は、対象外とする）
③新たに設置する施設等の設備費
④災害被災地での被災者支援に関する事業
（ただし、視察・見学及び物資や義援金の運搬を主たる目的とする活動
は対象外とする）
市内で、地域福祉の推進を目的に設置された団体及び施設、地域でボラ
ンティア活動を行っているグループ及び共同募金会が認めた団体
事業開催等経費により運営経理上に支障が認められる場合等、長期積立
等による事業実施に不足を生じる場合等
経費の3/4以内（百円単位切り捨て）で50万円以内（ただし、共同募金会
が認めた場合は、この限り出ない）
地域福祉事業開催経費等助成申請書（様式第2号）、団体概要書（様式第3号）、当
該事業計画書、前年度決算書及び事業報告書、当年度予算書及び事業計画書
書類審査　ヒアリング　現地調査

1.

2.

3.

4.

5.

6.

応募先･問い合わせ先

ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865ＴＥＬ 079-443-3720　ＦＡＸ 079-444-4865
高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会 総務課内）高砂市共同募金委員会事務局（高砂市社会福祉協議会 総務課内）
〒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〒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

申込締切日 5月31日(木)申込締切日 5月31日(木)
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個別での入会説明も行っています。
電話にて予約して、ファミリーサポート
センターにお越しください。

個別での入会説明も行っています。
電話にて予約して、ファミリーサポート
センターにお越しください。

　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等が必要です。詳しくはお問い合わせください。）

5月定例行事

囲碁・将棋

わくわくフェスタ
工場見学

1日（火）
2日（水）
9日（水）
10日（木）

17日（木）
21日（月）

22日（火）
25日（金）

23日（水）

●午前（10：00～）

●午後（13：30～）

いきいき体操　
絵手紙
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～）
ゆうゆう体操
朗読の会

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

わきあいあいサロン

●午後（13：00～）

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。

●   2日（水）　●14日（月）　●17日（木）　
●22日（火）　●29日（火）

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

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

　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（各20ポイント）～

電車と徒歩で灘菊酒造の工場見学へ！
●日　時：

●集合場所：
●定　員：
●その他費用：

※申込締切5/2（水）・雨天決行
　申込多数の場合は抽選となります。

5月18日（金）
9時半集合・現地解散
山陽電車高砂駅南側
20名　●参加費：100円
電車代片道440円　
昼食代1,620円

曽根公民館　2階　講堂
5月8日（火）13：30～15：00
米田公民館　1階　集会室
5月15日（火）13：30～15：00
北浜公民館　2階　集会室
5月28日（月）13：30～15：00

●各回参加費：50円

　説明会に参加されると依頼会員として登録
できます。この機会にぜひご参加ください。

5月26日（土）10：00～11：30 
高砂市ユーアイ福祉交流センター2階 
交流スペース7
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）
20名 
5名（対象：6ヵ月以上の子ども 要予約）
5月24日（木）

第1回　入会説明会第1回　入会説明会

日時
場所

対象

定 員
託 児
締 切

みなさまも
ぜひご参加ください。

楽しい親子遊びや折り紙遊びな
ど76名の親子が楽しみました。

～お楽しみ交流会の様子です～～お楽しみ交流会の様子です～～お楽しみ交流会の様子です～
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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、1月～2月に開催された活動の一部をご紹介します。～

輪投げや玉入れなど、おおいに盛り上
がり、楽しい時間を過ごす

◆高砂町
　第6福祉部会(２月１１日)

漫才のDVDを鑑賞し、ビンゴゲーム
などで楽しいひとときを過ごす

◆高砂町
　第5福祉部会(３月１０日)

「石田ファミリー会」をお招きし、レクリエーシ
ョンを楽しんだ後、カラオケで盛り上がる

◆高砂町
　第1福祉部会(２月１７日)

「写経教室」を開催、その後カレーや和
菓子を頂きながら親睦を深める

◆荒井町
　小松原福祉部会(２月１７日)

防災の講演や紙芝居、認知症の寸劇
を鑑賞し、福祉について理解を深める

◆荒井町
　緑丘自治会(３月１０日)

脳トレを兼ねた手遊びで脳を活性化し、ケ
ーキやゼリーを頂きながらお喋りを楽しむ

◆中筋校区
　中筋西福祉部会(２月５日)

お手玉遊びをし、かす汁と弁当を頂き
ながら親睦を深める

◆中筋校区
　時光寺福祉部会(２月２１日)

曽根幼稚園児による歌を鑑賞後、手
遊びをし、楽しい時間を過ごす

◆曽根町
　東之町福祉部会(２月２３日)

ヤクルトより講師をお招きし、講演と
健康診断を実施し、健康について学ぶ

◆米田町
　米田福祉部会(３月３日)

テレビでオリンピックのフィギュアを観
戦後、旗上げゲームで頭の体操を行なう

◆阿弥陀町
　北池福祉部会(２月１６日)

モグラたたきなどのゲームを楽しん
だ後、巻き寿司を頂きながら歓談

◆阿弥陀町
　魚橋山ノ端福祉部会(２月１９日)

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。

レクリエーションや合唱などを行った
後、弁当を頂きながら歓談

◆阿弥陀町
　中通福祉部会(２月１３日)
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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、1月～2月に開催された活動の一部をご紹介します。～

輪投げや玉入れなど、おおいに盛り上
がり、楽しい時間を過ごす

◆高砂町
　第6福祉部会(２月１１日)

漫才のDVDを鑑賞し、ビンゴゲーム
などで楽しいひとときを過ごす

◆高砂町
　第5福祉部会(３月１０日)

「石田ファミリー会」をお招きし、レクリエーシ
ョンを楽しんだ後、カラオケで盛り上がる

◆高砂町
　第1福祉部会(２月１７日)

「写経教室」を開催、その後カレーや和
菓子を頂きながら親睦を深める

◆荒井町
　小松原福祉部会(２月１７日)

防災の講演や紙芝居、認知症の寸劇
を鑑賞し、福祉について理解を深める

◆荒井町
　緑丘自治会(３月１０日)

脳トレを兼ねた手遊びで脳を活性化し、ケ
ーキやゼリーを頂きながらお喋りを楽しむ

◆中筋校区
　中筋西福祉部会(２月５日)

お手玉遊びをし、かす汁と弁当を頂き
ながら親睦を深める

◆中筋校区
　時光寺福祉部会(２月２１日)

曽根幼稚園児による歌を鑑賞後、手
遊びをし、楽しい時間を過ごす

◆曽根町
　東之町福祉部会(２月２３日)

ヤクルトより講師をお招きし、講演と
健康診断を実施し、健康について学ぶ

◆米田町
　米田福祉部会(３月３日)

テレビでオリンピックのフィギュアを観
戦後、旗上げゲームで頭の体操を行なう

◆阿弥陀町
　北池福祉部会(２月１６日)

モグラたたきなどのゲームを楽しん
だ後、巻き寿司を頂きながら歓談

◆阿弥陀町
　魚橋山ノ端福祉部会(２月１９日)

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。

レクリエーションや合唱などを行った
後、弁当を頂きながら歓談

◆阿弥陀町
　中通福祉部会(２月１３日)
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H30.3.1～3.31　※敬称略ー金銭の部ー ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円) 備　　考

高砂

荒井

伊保

中筋

曽根

米田

阿弥陀

北浜

その他

学年費残金
アルミ缶・牛乳パック回収
「歳の数だけ焼き鳥プレゼント」の売上金の一部として
善意の募金箱
車いす貸出のお礼
善意の募金箱
お年玉募金として

善意の募金箱
善意の募金箱
お年玉募金として

善意の募金箱
善意の募金箱
お年寄の為に
善意の募金箱
2/24、25 公民館まつりの作品売上金
善意の募金箱
善意の募金箱

ホールインワン募金
退職記念として
善意の募金箱

2,000
1,761
9,600
1,328
518
5,000
369

11,253
10,519
4,445
195
9,105
200,000

12
1,116
10,000
5,853
15,616
977
366
1,212
5,000
16,760
100,000
1,279

玉野俊行
県立高砂高等学校70回生
高砂小学校・高砂こども園
とり基地
荒井公民館
匿名
中央公民館兼伊保公民館
中筋小学校
匿名
中筋公民館
曽根公民館
米田西小学校
匿名
米田公民館
総合体育館
ヘアーステージハニー
高砂市高齢者大学松陽学園 自治会
阿弥陀公民館 陶芸教室 つばさ
阿弥陀公民館
北浜公民館
デコボコサロン
布えほん　なかよし
グラウンドゴルフどんぐり会
上田耕司
社協事務所

ー物品の部ーー物品の部ー

多根伸子……タオル15枚、下着6枚、マスク19枚
匿名……紙パンツ13袋、尿とりパッド11袋
匿名……座布団5枚、囲碁セット1組

ー物品の部（外国コイン・古切手・使用済カード等）ーー物品の部（外国コイン・古切手・使用済カード等）ー

若年性認知症とともに歩む 子いるかの会、㈱優和、
播磨環境管理センター㈱、めぐみ苑、
電源開発㈱高砂火力発電所、髪美人、
高砂市高齢者大学 松陽学園 自治会、
高砂商工会議所、曽根小学校、高砂市役所、
中央公民館兼伊保公民館、曽根公民館、
米田公民館、総合体育館
**********************************************
匿名

※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～

5月14日～10月29日
毎週月曜日（祝日除く）　19：00～21：00（全20回）

期　間

高砂市ユーアイ福祉交流センター
（高砂市高砂町松波町440番地の35）

場　所

手話やボランティア活動に興味・関心のある方
※手話で簡単なあいさつ・自己紹介ができる方

対　象

20名（締切り：5月11日（金））
※ただし、定員になり次第、募集を締め切らせていただきます

定　員

高砂市社会福祉協議会
TEL：443－3408
FAX：444－4865

お申込・お問合せは・・・

1,000円（別途テキスト代：3,240円必要）
※入門講座から引き続き受講される方はテキスト代不要

参加費

手話奉仕員養成講座
手話奉仕員養成講座
手話奉仕員養成講座手話奉仕員養成講座平成30年度

～聴覚障がい者と手話で楽しくおしゃべりしませんか？～

手話通訳に関する基本的な技術・知識の習得を目指すものです。
今年度は基礎課程を開催します。

この講座は、高砂市からの委託事業です。
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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/

申込み・問合せ先
高砂市社会福祉協議会　☎ 444-3020

～介護の不安や悩みなど、心の内を話してみませんか～
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」
日　時：5月21日（月）14：00～15：30
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
内　容：総会及び懇親会
　　　　※会員以外の方もご参加いただけます

日　時：5月20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8、9
内　容：花を楽しもう♪　　参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

日　時：5月7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～

若年性認知症と
ともに歩む
若年性認知症と
ともに歩む 「子いるかの会」「子いるかの会」

申込み・問合せ先
高砂市保健センター　☎ 443-3936

～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～

高砂市支え合う
介護者の会
高砂市支え合う
介護者の会 「すずらんの会」「すずらんの会」
日　時：5月31日（木）13：30～15：00
場　所：高砂市文化保健センター 2階 多目的室1
内　容：総会

申込み・問合せ先
ボランティア活動センター　☎442-4047・FAX 443-0505

期　間：5月27日（日）～12月15日（土）　全9回
　　　※月1回程度の開催で、活動や研修を行います。
　　　※第1回目　5/27（日）9：30～15：30
　　　・みんなで楽しくアイスブレイキング
　　　・キャップハンディ体験　
場　所：ユーアイ福祉交流センター、市内他
対　象：市内在住及び在学の高校生
参加費：無料（但し、活動により昼食代（500円）をいた

だく場合があります）

ひとりではできないことも仲間と一緒になら、何かが
できるかもしれない！楽しく活動してみませんか？

高校生ボランティア"TKV"高校生ボランティア"TKV"

期　間：5月10日・17日・24日 木曜日 9：45～11：45
場　所：ユーアイ福祉交流センター
対　象：要約筆記の技術・啓発講座を受講したことがある方
定　員：15名

聴覚障がいのある方のサポートをしませんか？

要約筆記ステップアップ講座要約筆記ステップアップ講座

期　間：6月2日（土）～8月4日（土）　全10回
　　　　14：00～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階 交流スペース2
対　象：点訳やボランティア活動に興味のある人
定　員：15名
参加費：1,580円（テキスト代含む）
締　切：5月26日（土）

点訳ボランティア養成講座点訳ボランティア養成講座

日　時：6月6日（水）～7月11日（水）　全5回
　　　　9：30～11：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階
対　象：これからボランティア活動を始めようと思っ

ている方・地域やいきいきサロン、施設・病院
などで活動されている方

定　員：15名　　参加費：500円
締　切：5月30日（水）

～コミュニケーションの基本について学び、
　　　　ボランティア活動をはじめてみませんか？～

傾聴ボランティア養成講座傾聴ボランティア養成講座

日　時：6月17日（日）10：00～14：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター
定　員：90名　　参加費：500円（昼食代）
締　切：6月8日（金）

うたって　わらって　はらいっぱい
障がい者とボランティアがレクリエーションを通じて、交
流を図ります。みんなで、楽しい一日を過ごしましょう！
初めての方も大歓迎です。

みんなでこころみ楽リエーション2018みんなでこころみ楽リエーション2018

～5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

5月25日（金）

5月13日（日）

月１回 第3水曜日
10：00～12：00

かしま～ず
カフェ Tel 079-446-4166

鹿島の郷

月１回 第4金曜日
13：30～15：30 Tel 079-431-0361

 心まち小規模多機能ホーム

5月16日（水）

心まちカフェ

めぐみカフェ

月１回 第2日曜日
10：00～12：00

Tel 079-449-0111
めぐみ苑特別養護老人ホーム 

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター　☎ 443-3723

　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：5月15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：5月8日（火）

あたまの健康チェックしてみませんか？

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業
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