
～ 一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち ～ 平成31年
(2019年)しゃ きょう
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P2,3 ・・・・みんなの社協フェア案内
P4 ・・・・・・・・・災害支援ボランティア活動報告
P8 ・・・・・・・・・要援護者実態調査を実施します
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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

身体が軽くなりました
お喋りが楽しく、皆さんとお会いするのが楽しみです

P2・3…賛助会費のお礼　P6…歳末たすけあい運動のお礼　P7…市民活動共済のご案内

虹の会
（北浜地区）

高砂市地域包括支援センター　☎443-3723高砂市地域包括支援センター　☎443-3723☎443-3723問合せ先

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。
「何歳になっても元気で若々しい自分」を目指して、地域の仲間と楽しく
介護予防をしませんか？

〜いきいき百歳体操とは？〜〜いきいき百歳体操とは？〜〜いきいき百歳体操とは？〜

男性も活躍中！

1 H31（2019）. 3. 1発行 第319号





3 H31（2019）. 3. 1発行 第319号



　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と『地域ささえあい講座』の受講が必要です。）

3月定例行事

5日（火）
6日（水）
7日（木）

13日（水）
14日（木）
18日（月）

22日（金）
26日（火）
28日（木）

27日（水） 

●午前（10：00～）

●午後（13：30～）

いきいき体操★
絵手紙
スーパードライブ㊍
（9：30～）★
折り紙㊌
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
地域ささえあい講座★

スーパードライブ㊌★

地域ささえあい講座地域ささえあい講座

★の定例行事のみ、3月の新規
参加申込を受け付けています。
詳しくはお問い合わせ下さい。

囲碁・将棋
●   6日（水） ●11日（月）
●15日（金） ●26日（火）

「なにかお手伝いすることがありますか？」
この一言の勇気を育むきっかけづくり

●日　　時：

●申込締切：
※参加費無料

3月28日（木）
10：00～11：30
3月25日（月）

　生きがいデイでは、地域での助け合
い・見守り活動の新たな担い手づくりを
目的とした講座を年4回開催しています。
　今年度の学習内容は「認知症サポー
ター養成講座」です。認知症についての
正しい知識を学び、誰もが安心して暮ら
せるまち“高砂市”をみんなで作りませ
んか？

遠  足わくわくフェスタわくわくフェスタ
健 脚 向 け

●午後（13：00～）　　

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）～

「エビカニクス」、「にんじゃの50音」等々、歌ったり踊った
り、おとうさんもおかあさんも子どもたちも会場が一体とな
り、とても楽しいコンサートでした。（来場者数958人）

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

明石港周辺を散策します明石港周辺を散策します
●日　時：
●集合場所：
●定　員：
●参加費：
●実施場所：
※詳しくはお問い合わせください。

3月1日(金） ※雨天中止
高砂駅南口 9：15
20名
100円（切符は各自購入）
明石市内（現地解散）

第4回 入会説明会第4回 入会説明会

〈日 時〉3月9日(土)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〉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〉3月7日（木）　

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。

ファミリーコンサートを
開催しました。
ファミリーコンサートを
開催しました。

ケ ロ ポ ズン
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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、11～12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。

◆高砂町
　第6福祉部会(１２月２日)

◆高砂町
　第5福祉部会(１２月１日)

◆高砂町
　第3福祉部会(１２月２３日)

◆荒井町
　日之出町福祉部会(１１月１日)

◆伊保町
　伊保東部福祉部会(１２月１４日)

◆伊保町
　梅井福祉部会(１２月３日)

◆中筋校区
　時光寺県住福祉部会(１２月１９日)

◆曽根町
　東之町福祉部会(１２月６日)

◆阿弥陀町
　中西福祉部会(１２月２２日)

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会(１２月２２日)

◆米田町
　神爪福祉部会(１２月２日)

体操や輪投げ、かるたなどを楽しんだ
後、昼食をいただきながら歓談

食事をいただいた後、射的ゲームや
落語を楽しむ

福祉の制度を学んだ後、食事をいた
だきながら親睦を深める

食事会を開催、互いの近況を話しあ
い、親睦を深める

伊保幼稚園の園児と歌や踊りでふれあい、お
弁当を頂いた後、ビンゴゲームで盛り上がる

梅井保育園の園児と一緒に楽しくも
ちつきを行い、世代間で親睦を深める

手作りの粕汁つきの弁当をいただい
た後、カラオケを行なう

振込詐欺の啓発落語や曽根天満宮の禰宜さ
んより宮中行事についての題で講話を聞く

誕生会の後、皆でバラ寿司をいただき、
ビンゴゲームやカラオケなどを楽しむ

豚汁や巻き寿司をいただき、こどもたちによる
ハンドベル演奏や合唱など楽しい時間を過ごす

歌と演劇を楽しみ、昼食をいただいた
後、ビンゴゲームで盛り上がる

◆伊保町
　伊保南部福祉部会(１２月２３日)
もちつき大会を開催、世代間交流を
図り、有意義な時間を過ごす
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今年は平成最後で記億に残る思い出
として大小2基の親子トンドを作り町の話
題となりました。トンド祭には約300人が
参加し、激しく燃え上がる炎に大歓声が上
がり無病息災を願いました。翌日は播磨灘
が一望できる亀岩、一本松頂上に向かっ
てハイキングを実施。自治会館に戻り、お
にぎりや豚汁などを頂き笑顔いっぱいで、
地域の活性化と世代間交流が図られまし
た。本当にありがとうございました。

ひとり暮らし高齢者等の希望者に
おせち料理を配達しました。

（計173,940円）
市内要援護高齢者等にゆう
あい訪問を兼ねて見舞品（く
つろぎフィットビーズクッショ
ン）を配布しました。

（計304,776円）

母子生活支援施設入
居中の児童等に見舞品
（ギフトカード、図書カ
ード）を配布しました。
（計141,000円）

ありがとうございます。大切
に使わせていただきます
（*^　^*）

平成30年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4,945,245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。

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！！

集まった募金は、このように活用しました
（一部紹介）

地区名
高　砂
荒　井
伊　保
中　筋
その他

503,500
686,600
938,600
347,000
9,645

地区名
曽　根
米　田
阿弥陀
北　浜
合　計

692,800
893,500
548,100
325,500
4,945,245

募金額 募金額

北脇自治会北脇自治会北脇自治会
地域内交流、世代間交流を目的とした

「ふれあい朝市」を開催しました。販売開始
前から地元産の野菜の前で並んでいる人
もいて、大きな野菜たちに歓声をあげ野
菜を選んでいました。子供たちが現れると
大人達は声を掛け、楽しそうにふれあって
いました。少しでも世代間の交流が図れる
本事業が皆様のご協力により実施できた
ことに感謝いたします。

中筋一丁目自治会中筋一丁目自治会中筋一丁目自治会
平成30年度の蓮池三世代交流会の締

めは恒例の餅つき大会です。餅つきを初
めて経験する子どもも多く「キネが重た
い」「僕、私がついた、お餅美味しい」等和
気あいあいとした催しになりました。また、
民生福祉の方々に作って頂いた豚汁が
「最高」でした。
過去最高の人
出で大いに盛
り上がった餅
つき大会が充
実したものに
なりましたこと
は、助成金を
頂いたおかげ
と感謝してい
ます。

蓮池自治会蓮池自治会蓮池自治会

年末年始に地域福祉交流事業を行う団体に
公募方式により助成を行いました。 （計516,500円）

6H31（2019）. 2. 1発行 第318号





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/

地域支え合い活躍塾
日　時：①3月12日（火） 14：00～16：00

②3月18日（月） 14：00～16：00（2回コース）
内　容：①「地域の支え合いづくり」

　・介護予防/日常生活支援総合事業について
　・自分ができる支え合い活動
②「“安全”と“安心”の地域支え合い型
　　移送サービス」

場　所：ユーアイ福祉交流センター 1階 
交流スペース1.2

対　象：概ね50歳以上の方、
ボランティアに興味がある方 

参加費：無料　　　
締　切：3月5日（火）

地域支え合いの担い手（ボランティア）を
してみませんか。

申込み・問合せ先
ボランティア活動センター

☎ 442-4047　FAX 443-0505

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：3月19日（火）
　　　①10時 ②11時 ③13時 ④14時 ⑤15時
場　所：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12日（火） 

本事業を実施するにあたって説明会を開催します。
日　時：①3月26日（火）　14：00～16：00
　　　②3月29日（金）　10：00～12：00
※①又は②のいずれか1日に参加してください。
内　容：・運転ボランティア活動についての説明
　　　　・運転ボランティア登録手続き
場　所：福祉交流センター2階　交流スペース7
持ち物：運転免許証、筆記用具
合わせて、下記の講座にも是非ご参加ください。

あたまの健康チェック
～「もの忘れ」気になりませんか？～

相談のみ

も可

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター　☎ 443-3723

にこにこ
ポイント
対象事業

にこにこ
ポイント
対象事業

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　☎ 444-3020

～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」

日　時：3月4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～

日　時：3月16日（土） 13：30～15：30
場　所：ユーアイ福祉交流センター2階 交流スペース8.9
内　容：子いるか写真展
参加費：300円

～みんなで楽しむサロンです～

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」

日頃の疲れをリラクゼーション体操で癒しましょう！
日　時：3月18日（月） 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：15名（定員になり次第締め切り）

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」

※参加費あり

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 3月の開催

  3月  6日（水）Café de 
のじぎく

カフェ　  ド

Tel 079-247-9200
特別養護老人ホーム のじぎくの里 月１回 第１水曜日

13：00～15：00

  3月20日（水）めぐみカフェ Tel 079-449-0111
特別養護老人ホーム  めぐみ苑 月１回 第3水曜日

10：00～12：00

  3月22日（金）心まちカフェ Tel 079-431-0361
小規模多機能ホーム  心まち 月１回 第4金曜日

13：30～15：30

  3月10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

平成31年度から実施する

「地域支え合い 
移送サービス試行事業」
の運転ボランティアを募集します。

平成31年度から実施する

「地域支え合い 
移送サービス試行事業」
の運転ボランティアを募集します。

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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