
～ 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7

P2・3…事業報告と決算　　P4…いきいき百歳体操交流会　P7…県民ボランタリー活動助成案内

5月27日から“TKV”（Takasago Koukousei Volunteer）研修会がスタートしています！！
第1回目は、参加者どうしのコミュニケーションを豊かに、広くすることを目的に、アイスブレーキングでレク
リエーションを通してコミュニケーションを学び、キャップハンディ体験では障がい者の理解とサポートを学
びました。これから1年間、さまざまな研修や活動を通して楽しく学んでいきます！！

Vol.311

この機関誌は共同募金配分金により発行しています

チャレンジ！
ジュニアボランティア2018
友達と一緒にボランティア活動を体験し、
学び、夏休みのステキな思い出を作りましょう！

7/27（金）、7/29（日）に開催します
○オリジナルハワイアングッズを作って
　あすなろ学園の皆さんとフラダンスを楽しもう！
○熊本地震の被災地に絵手紙とキミのこころを届けよう！
（※お申込方法、詳細は8ページをご覧下さい）

▲平成28年度の様子
　外国人との交流、異文化体験
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去る6月8日（金）の評議員会において、平成29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。

●「訪問介護事業」においては延べ2,406人、「居宅介護支援事業」
においては延べ2,723人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598人、「地域生活支援事業」
では延べ179人の利用者に対し支援を実施

●新たに「育児支援家庭訪問事業」として延べ34人に支援を実施

●家事援助を行う高砂市認定家事援助ヘルパー養成研修を開催し、
8人が修了

●「地域包括支援センター」では総合相談支援事業、権利擁護事業、
認知症施策、いきいき百歳体操等を推進

●「生活支援体制整備事業」では地区懇談会や地域づくり講演会を
開催し、延べ341人が参加

●「ファミリーサポートセンター」において、1,111件の援助活動を
行い、善意銀行寄付金を活用して利用助成を実施

●「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6,184人が参加

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

【法人総合資金収支決算（サービス区分別）】 （単位：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

法人総合（①）
(内部取引消去）

前期末支払資金残高（②）
当期末支払資金残高（①＋②）

△ 5,404,471
0

8,900,399
△ 1,682,495

△ 1,000
△ 4,650,767

0
△ 1,644,811
△ 9,436,330
1,409,036
601,962
6,394,844
734,838

△ 371,443
943,561
5,885,685
219,873

－

44,134,285
13,457,940
6,399,697
11,422,419
7,239,525
45,102,128
2,274,600
4,769,011

101,912,492
50,122,700
24,431,446
5,085,741
2,937,505
8,382,895
446,080

145,917,077
7,214,327

△ 4,895,070

38,729,814
13,457,940
15,300,096
9,739,924
7,238,525
40,451,361
2,274,600
3,124,200
92,476,162
51,531,736
25,033,408
11,480,585
3,672,343
8,011,452
1,389,641

151,802,762
7,434,200

△ 4,895,070
1,898,881

234,546,965
236,445,846

476,354,798478,253,679

サービス区分事業
区分

社

会

福

祉

事

業

公
益
事
業

拠点
区分

法
人
運
営
本
部
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護
保
険
事
業
等

法
人
運
営

本
部

収入 支出 当期資金収支差額

29年度末支払資金残高
236,445,846円
29年度末支払資金残高
236,445,846円
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平成29年度

社協活動の１年間のあゆみ社協活動の１年間のあゆみ

●第6期地域福祉推進計画を地区懇談会や策定委員会
の開催を経て策定

●社会福祉充実残額を活用して取り組む事業を定めた
社会福祉充実計画を策定、推進

●社会福祉充実残額を活用し、非正規職員に対する処
遇改善を実施

●「社協だより」を年12回発行、「ホームページ」を43回
更新

●「第27回みんなの社協フェア」を11/12（日）に開催

～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）

計画の推進と組織・経営基盤等の強化

●ボランティアに関する相談（延べ55件）及び依頼に関
する相談（延べ207件）に対応

●新たに「ちょいボラ入門教室」を開催、延べ53人が参加

●福祉教育推進事業（小学校10校、中学校6校、高校4
校）を実施

●地域貢献活動の大切さを学ぶことを目的に高校生ボ
ランティア”TKV”研修会を開催し、延べ129人が参加

●920人の第10期福祉委員を中止に、福祉のまちづくり活
動を推進

●福祉委員の研修会として、地域福祉リーダー養成講座、レ
クリエーション講習会、地域福祉活動セミナーを開催し、
延べ403人が参加

●住民相互の支え合いの体制づくりのため、第2層の協議体
の発足について8地区に働きかけを実施

●「ふれあいいきいきサロン事業」を実施する延べ66部会
に対し、活動費を助成

●高齢者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」（8,271食）及び「おせち料理宅配サービス事
業」（200食）を実施

ボランティア事業の展開と
福祉教育の推進

市民への情報提供及び啓発
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高砂市地域包括支援センターだより高砂市地域包括支援センターだより Vol.108

お問い合わせ 高砂市地域包括支援センター（高齢者の介護と福祉の相談窓口）高砂市地域包括支援センター（高齢者の介護と福祉の相談窓口）☎443-3723☎443-3723☎443-3723

こんな思いはありませんか？

5周年記念

いきいき百歳体操交流会開催！

　たくさんの方にこの体操を知って
ほしい、参加者の皆さんのいきいき
とした姿を見てほしいという思い
で、見学席を開放します。
　どなたでもふるって
ご参加ください！

10月4日（木）13：30～15：45
高砂市総合体育館（高砂市米田町島526番地）
①表彰式
②講演会：「介護予防から始まる地域づくり」～からだもこころも地域も元気に！～
　講　師：津山市役所健康増進課 兼 高年介護課 作業療法士　安本 勝博 氏
③みんなでいきいき百歳体操！
見学のみであればグループ活動をしていなくても参加可能です！（申し込み不要）
上靴・上靴入れ・（お持ちの方は）にこにこポイントカード
空調の調整ができない場合があるため、各自服装等で調整をお願いします。
【じょうとんバス】
①第1系統　総合運動公園口　行き：12時27分着 ― 帰り：16時22分発
②第5系統　総合運動公園口　行き：12時48分着 ― 帰り：16時57分発
お近くの停留所の出発時刻を確認の上、お越しください。
※臨時バスは出ておりませんので乗車人数には限りがございます。

【お車で来られる方】
駐車場に限りがあるため、できるだけ乗り合わせでお越しください。

日　時

「健笑会」の皆さん（阿弥陀地区）

場　所
内　容

対　象

持ち物

交通手段

・これからも住み慣れた地域で元気に暮らしていきたい！
・自分の足で好きなところに歩いていきたい！
・気軽に話せる友人が欲しい！
・認知症を予防したい！　など

そんな方に

必 見

詳しくはこちら！
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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。
（※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。）

7月定例行事

囲碁・将棋

わくわくフェスタ

3日（火）
4日（水）
9日（月）

11日（水）
12日（木）

19日（木）
24日（火）
26日（木）
27日（金）

25日（水）

●午前（10：00～）

●午後（13：30～）

いきいき体操※
絵手紙
うたの会B（10：00～）
うたの会A（12：00～）
折り紙㊌
スーパードライブ㊍
　　　 （9：30～）※
折り紙㊍
ゆうゆう体操
地域ささえあい講座※
朗読の会

スーパードライブ㊌※
※印の定例行事のみ、
新規参加を受付ています。

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
各公民館で行っています。7・8月は
わきあいあいサロンの開催はありま
せん。9月以降の開催をお楽しみに！

参加者の声・・・「いろいろ楽しみに来
ています」「初めてだけど楽しかった」

●   4日（水）　●   6日（金）　●19日（木）　
●24日（火）　●30日（月）

申込み
問合せ先

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）～

輪投げ大会輪投げ大会
輪投げを楽しみながら交流を深めましょう。
初心者から名人まで大歓迎です！
●日　時：

●場　所：
●定　員：
●参加費：
●申込締切：

7月20日（金）
10：00～11：30
交流スペース8・9
30名
250円　
7月10日（火）

中筋公民館での様子♪

ボランティアグループ「ティータイム」と夏あそび他♪

・初めて利用しました。センターに問合わせすると、
すぐにマッチする方を紹介していただけて、その後
の提供会員さんとの事前打合せも（2回目以降は）
電話1本で完了です。継続して同じ方にお願いでき
ているので、手続きも簡単で利用しやすいです。
（依頼会員O.Mさん）

個別での入会説明も行って
います。電話で予約して、フ
ァミリーサポートセンターに
お越しください。

たなばた交流会たなばた交流会
～実際に依頼された会員さんの声～～実際に依頼された会員さんの声～～実際に依頼された会員さんの声～

・現在は保育園からレッスン先までの送迎の依頼を
受けています。いろいろなことに興味を持ち、花を
摘んだりしながら楽しくレッスン先まで送迎します。
提供会員は誰にでも出来るボラ
ンティアです。一人でも多くの方
に関心を持って欲しいと思いま
す。（提供会員S.Nさん）

～実際に活動された会員さんの声～～実際に活動された会員さんの声～～実際に活動された会員さんの声～

7月25日（水）10：00～11：30 
阿弥陀公民館2階　講堂
ファミリーサポートセンター
登録会員、子育て中の人
20組 
7月23日（月）

日時
場所
対象

定 員
締 切
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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、4月に開催された活動の一部をご紹介します。～

日の出クラブと合同で「ふれあい食事会」を開
催、お弁当を頂きながらおしゃべりを楽しむ

お花見会を開催、ビンゴゲームを楽し
み、三世代交流を行う

高砂市民病院より講師をお招きし、脳卒
中や肺炎予防について理解を深める

「輪投げ大会」を開催、三世代で交流
をし、親睦を深める

晴天のもと、お花見を行い、お弁当、お
やつ等を頂き、楽しいひとときを過ごす

じゃんけんゲームやお口の体操等を
行なった後、昼食を頂きながら歓談

弁当を頂きながら互いの近況を話し
あい、親睦を深める

お好み焼きパーティーを開催、お好み
焼きを頂きながらお喋りを楽しむ

自治会館にてお食事を頂きながらお喋
りを楽しんだ後、カラオケで盛り上がる

食事を頂きながらカラオケやビンゴ
ゲームで楽しく過ごす

「ふれあいお花見会」を開催、三世代
が交流をし、親睦を深める

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。

花見会で茶菓子を頂きながら皿回し
やビンゴゲームを楽しむ

◆日之出町
　日之出町福祉部会(４月１２日)

◆荒井町
　東本町福祉部会(４月８日)

◆高砂町
　第9福祉部会(４月１９日)

◆伊保町
　タクマ福祉部会(４月１４日)

◆伊保町
　古沼福祉部会(４月１０日)

◆中筋校区
　中筋一丁目福祉部会(４月１３日)

◆中筋校区
　春日野町福祉部会(４月２日)

◆米田町
　中島三丁目福祉部会(４月２１日)

◆阿弥陀町
　西下台福祉部会(４月９日)

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会(４月１４日)

◆阿弥陀町
　魚橋北福祉部会(４月８日)

◆阿弥陀町
　中西福祉部会(４月２日)
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H30.5.1～5.31　※敬称略ー金銭の部ー ー金銭の部ー ー物品の部ーー物品の部ー

柴田最正堂……野路菊の里20ケ入り10箱
第89回東播地区メーデー実行委員会……タオル323枚
前坪 真弓……車いす1台
中町の匿名……衛生用品7袋、尿とりパッド2袋、
　　　　　　　紙パンツ2袋、歩行器1台

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

㈱優和、㈱博幸商会、高砂市障がい・地域福祉課、
高砂市職員組合

**********************************************

森川佳昭、福田洋子、中町の匿名、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～

地区名 氏　　名 金額（円) 備　　考

高砂

荒井

米田

阿弥陀

『しょうもないもの！だけど…』
のコーナー売上金

「歳の数だけ焼き鳥プレゼント」
の売上金の一部として

お年寄の為に

2,000

4,974

1,598

11,120

10,000

10,000

玉野俊行

短足おじさん

とり基地

中町の匿名

天満　了

ヘアーステージ ハニー

県民ボランタリー活動助成のご案内県民ボランタリー活動助成のご案内
平成30年度平成30年度

※今年度の助成金の交付を受けようとするグループ・団体は、高砂市
社会福祉協議会でのエントリー（事前申込）が必要です。

平成30年7月2日(月)～8月31日(金)
☎442-4047

☆その他、詳細については
　ボランティア活動センターまで
　お問い合わせください。

この助成金は、県民の地域活動への主体的な参加を促し、ボランタ
リー活動の裾野を拡大するとともに、県民自らが行うボランタリー活
動の支援を通じて、活動の安定的かつ継続的な発展を図ることを目
的としています。

目的

・継続的にボランタリー活動を行う法人格を持たないボランティ
アグループ・団体であること

・社会福祉協議会にボランティアグループ・団体として届け出る
（届け出をしている）こと

対象

1グループ・団体にあたり3万円が上限の全団体一律同額
（＊エントリー受理数により助成額が決定されますので、3万円より減
額となる可能性があります。）

助成額

エントリー受付期間
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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

～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」

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」

日頃の介護について専門職との懇談を通じて相談に
応じます
日　時：7月19日（木）13：30～15：30
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
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

日　時：7月22日（日）13：30～15：30
内　容：施設見学【現地集合】
見学先：小規模多機能ホーム 心まち 
　　　　（高砂市米田町島227－1）
参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

日　時：7月2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」

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」

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 「子いるかの会」「子いるかの会」

～7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

7月27日（金） 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
心まちカフェ

7月  8日（日） かしま～ず
カフェ Tel 079-446-4166

鹿島の郷月１回 第2日曜日
10：00～12：00

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」

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」

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」

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

日　時：7月12日（木）～8月9日（木）　全4回
場　所：高砂市ユーアイ福祉交流センター 市内福祉施設、他
対　象：発達障がい児（者）への理解を深めたい方
　　　ボランティア活動に興味のある方　15名
参加費：500円（資料、保険代）
締　切：7月5日（木）

発達障がい児（者）
サポートボランティア養成講座

発達障がい児（者）
サポートボランティア養成講座

日　時：7月28日（土）
①9：00～10：00 ※8：30集合
②10：30～11：30 ※10：00集合
③船内見学のみ　9：30～11：30の間で随時
※参加希望コース番号を選んでください。
※小雨決行です。雨天の場合は、7月29日（日）に順延いたします。

集合場所：高砂港  高砂フィッシングセンター前（高砂市高砂町材木町1198）
内　容：ヨットに乗って高砂沖をセーリングします。
募集人員：各8組（障がい児と保護者）※先着順に受付けます。
参加費：1人　500円（保険代含む）
締切り：7月20日（金）
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

障がい児体験セーリング障がい児体験セーリング

介護者のつどい介護者のつどい

対　象：小学4年生～中学3年生
定　員：各15名（先着順）
締　切：7月20日（金）　参加費：無料

チャレンジ！ジュニアボランティア2018チャレンジ！ジュニアボランティア2018

月１回 第3水曜日
10：00～12：007月18日（水） めぐみカフェ Tel 079-449-0111

めぐみ苑特別養護老人ホーム 

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

もの忘れが気になる方、ご家族の認知症の相談もお受
けします。お気軽にお越しください。
日　時：7月17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：7月10日（火）

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター　☎ 443-3723

あたまの健康チェック
～「もの忘れ」気になりませんか？～

みんなで楽しくハワイアンフラダンス！
ハワイアングッズを作ってフラダンスを楽しもう！
日　時：7月27日（金）13：15～14：30
場　所：あすなろ学園（高砂市阿弥陀町）

絵手紙うちわで夏のおたより！
被災地に絵手紙とキミのこころを届けよう！
日　時：7月29日（日）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1

相談のみ

も可
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