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～「もの忘れ」気になりませんか?～～「もの忘れ」気になりませんか?～

あたまの健康チェックあたまの健康チェック
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。ご夫婦、ご友人同士でもお気軽にお越しください。
日　時：5月25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
人　数：各時間１組　　　費　用：無　料
対　象：高砂市内在住の方
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えていただきます。
 　（３０分～１時間程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

この機関誌は共同募金配分金により発行していますこの機関誌は共同募金配分金により発行しています

子どもの送迎や預かりをお願いしたい時はありませんか？リフレッシュし
たい時にも、気軽にお問合せください。交流会やセミナーなども開催して
いますので、ぜひご参加ください。

P2,3…令和３年度事業計画と予算
P4　…赤い羽根共同募金助成案内
P7　…手話奉仕員養成講座開催案内

日　時：5月27日（木）13：30～15：00
内　容：総会に向けてわいわいがやがや「話し合い」
場　所：高砂市文化保健センター1階 栄養指導実習室

～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」

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17日（月）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

～気軽にご参加ください～

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
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

申込み・問合せ先
高砂市保健センター ☎４４3‒３936

日　時：5月10日（月）10：00～12：00
場　所：ユーアイ福祉交流センター 2階 登録団体連絡室
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。

～家族の日～

日　時：5月16日（日）12:00～14:30
場　所：ユーアイ福祉交流センター2階 交流スペース6
内　容：青空の下でランチ♪　　参加費：800円
締　切：5月10日（月）

～みんなで楽しむサロンです～

日　時：5月15日（土）10：00～ 1時間程度 ※小雨決行
場　所：あらい浜風公園内オ－ナ－花壇（公園事務所南）
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・関心のある方
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。

NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催
市民と協働による花壇植栽活動参加者募集市民と協働による花壇植栽活動参加者募集

問合せ先
☎090-1223-7279（喜納まで）

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
『要約筆記』とは、話をその場で要約し、

文字に換えて伝えることです。

日　時：6月3日(木)～7月15日(木) 全7回
 9：45～11：45
 ※6月13日(日)13：30～15：30
 　高砂難聴者協会勉強会、見学・交流会を開催します。
　　　　※全コース受講はもちろん、日程の前期
 　（6/3～6/24）のみの受講もできます。
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階　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方
定　員：8名　　参加費：1,500円(テキスト代含む)
締　切：5月25日(火)

「認知症サポーター養成講座」を
開催しませんか？

「認知症サポーター養成講座」を
開催しませんか？

内　容：「認知症の症状、認知症の人との接し方について」
 講座終了後は、認知症サポーターの証である
 オレンジリングをお渡しします。 
 Zoomを使ったオンラインでも受講可能です。
対　象：市内在住、在勤、在学の方で
 5名以上のグループや団体
経　費：無料
（※開催予定日1カ月前までにお申し込みください。）

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

会員数(R3．3月末現在)
依頼会員………721名
提供会員………108名
両方会員………  40名

計869名

ファミリー
サポートセンターに

ファミリー
サポートセンターに

子育て中のお父さん、お母さん！子育て中のお父さん、お母さん！

登録はお済みですか？登録はお済みですか？

提供・両方会員養成講座たなばた交流会

（依頼会員の子どもを送迎する提供会員）

活動の様子

ファミリーサポートセンター活動中です！！ファミリーサポートセンター活動中です！！
～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。～

問合せ先
高砂市ファミリーサポートセンター

☎442-0555
1 R3（2021）.5.1発行 第345号 R3（2021）.5.1発行 第345号 8
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重点推進項目（要旨抜粋）

　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」と併せて、その内容を
一層充実させ、市民が求める情報の収集と提供に努めます。
　また、新たに「高砂市社協ふれあいフェスタ2021」を開催し、福祉情報の提供と市民
の福祉意識の啓発に努めます。

Ⅱ 市民への情報提供及び啓発の推進

　地域の支え合いを基調とした多様な活動の担い手を育成するための講座・研修事業を
実施し、多くの市民にとってボランティア活動が身近なものとなるよう、また円滑に活動が
できるよう努めます。
　また、災害時における支援体制づくりを推進するため、災害ボランティアセンターに関
する研修等を実施します。

Ⅲ ボランティア事業の展開と福祉教育の推進

　福祉委員による小地域福祉活動のさらなる活性化を図るため、研修会や講座の内容を
充実させ、相談や情報提供の支援を行います。
　また、新たな生活支援サービス（移送サービス試行事業、エンディングサポート事業助
成金支給事業等）を実施し、地域支援の強化に努めます。
　援護が必要な高齢者等が適切な支援を受けられるよう、「地域見守り運動事業」を行う
とともに、「ひとり暮らし高齢者食事サービス事業」を実施し、認知症の家族会等の当事者
組織への支援を行います。

Ⅳ 地域ネットワークづくり(ふれあいまちづくり事業)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、ひとり親家庭等日常生活支
援事業、養育支援家庭訪問事業、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、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

　「第6期地域福祉推進計画」並びに「社会福祉充実計画」の事業展開を図ります。
　また、社会福祉法人連絡協議会の事務局運営を担い、様々な分野の社会福祉法人と連
携しながら地域における公益的な取り組みを進めます。

Ⅰ 計画の推進と組織、経営基盤等の強化

令和3年度の事業計画令和3年度の事業計画令和3年度の事業計画令和3年度の事業計画 と予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりましたと予算が決まりました

　少子・高齢化や人口減少社会が進み、家族や地域の絆が薄れています。
　本社協では、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、安心して住み続けられる高
砂市を目指して各事業を推し進めます。

　本年、新たなイベントとして「高砂市社協ふれあいフェスタ2021」を開催し、本社協の役割や福
祉意識の啓発等を図ってまいります。
　また近年、頻発する大規模自然災害に備え、災害ボランティアセンターの設置運営訓練を通じた
被災者支援など、関係者の皆様のご支援、ご協力をいただきながら、支援活動の体制
設備に努めます。
　そして、新型コロナウイルスの影響下にあっても、感染予防を徹底しながら福祉
サービスを提供してまいります。
　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ます。

事業方針

『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！

予 　 算

収入　 千円

支出 千円494,868

429,700

36.0%
受託金収入

30.8%
介護保険
事業収入 

1.5%
会費収入

1.2%
寄付金収入

0.1%
その他

9.7%
障害福祉
サービス等
事業収入 

0.1%
受取利息
配当金収入

1.0%
事業収入 

19.6%
経常経費
補助金収入

【法人総合収支予算（サービス区分別）】
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（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

37,123

13,671

5,002

11,705

8,317

44,814

2,233

3,308

54,847

36,887

17,215

12,024

5,101

7,447

1,260

166,472

7,164

▲ 4,890

429,700

47,707

13,671

5,036

14,176

9,268

54,459

2,233

6,382

61,676

43,197

24,290

6,131

7,688

7,954

577

187,697

7,616

▲ 4,890

494,868

▲ 10,584

0

▲ 34

▲ 2,471

▲ 951

▲ 9,645

0

▲ 3,074

▲ 6,829

▲ 6,310

▲ 7,075

5,893

▲ 2,587

▲ 507

683

▲ 21,225

▲ 452

▲ 65,168

117,200

52,032

※内部取引含む
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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

法
人
運
営
本
部

介
護
保
険
事
業
等

営
運
人
法

部
本

収入 支出 当期資金収支差額

（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

37,123

13,671

5,002

11,705

8,317

44,814

2,233

3,308

54,847

36,887

17,215

12,024

5,101

7,447

1,260

166,472

7,164

▲ 4,890

429,700

47,707

13,671

5,036

14,176

9,268

54,459

2,233

6,382

61,676

43,197

24,290

6,131

7,688

7,954

577

187,697

7,616

▲ 4,890

494,868

▲ 10,584

0

▲ 34

▲ 2,471

▲ 951

▲ 9,645

0

▲ 3,074

▲ 6,829

▲ 6,310

▲ 7,075

5,893

▲ 2,587

▲ 507

683

▲ 21,225

▲ 452

▲ 65,168

117,200

52,032

※内部取引含む
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申込み
問合せ

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

　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。

わくわくフェスタ

第1回 交流会
ファミサポおたのしみ交流会

第1回 交流会
ファミサポおたのしみ交流会

生きがい対応型デイサービスセンター
※各行事に参加をご希望の方は、必ずお問い合わせください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

5月定例行事
●午前（10：00～）

●日　時：5月21日(金) １3：3０～
●集合場所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　 帆っとスペース
●定　員：15名
●参加費：100円（ポールレンタル代）
●申込締切：5月7日（金）
　 ※雨天時は内容を変更して実施します。
　　 詳しくはお問い合わせください。

11日（火） いきいき体操
12日（水） 折り紙㊌ 後半
13日（木） スーパードライブ㊍ 後半
 　　  　　 （9：30～）
17日（月） うたの会A 後半
 　　 　　（10：00～）
 うたの会B 後半
 　　　　 （12：00～）
19日（水） 絵手紙 後半
20日（木） 折り紙㊍ 後半
25日（火） ゆうゆう体操 後半
28日（金） 朗読の会

新規参加者を随時募集しています。
申込み・問合せは下記の電話番号
までお気軽にどうぞ！

　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？ 

　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？ 

26日（水） スーパードライブ㊌ 後半
●午後（13：30～）

わきあいあいサロン
介護予防に役立つ体操やゲームを
下記の公民館で行います。

米田公民館　1階　集会室
  5月18日（火）  13：30～15：00

  5月31日（月）  13：30～15：00
北浜公民館　2階　集会室

囲碁・将棋
●9：00～11：30
27日（木）・31日（月）

●13：00～16：30
10日（月）・20日（木）

赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内

1.助成対象事業
①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
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
2.助成対象団体
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
3.助成対象財政状況等
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
4.助成金額
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、
この限りでない）
5.提出書類
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

※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。

応募先･
問い合わせ先 ＴＥＬ 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）
〒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28日(金)

1.助成対象事業
団体の維持管理経費
2.助成対象団体
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
3.助成対象財政状況等
前年度の決算繰越金が当該年度収入額
の概ね20%を下回る状況等
4.助成金額
概ね、年間運営費の10%以内
5.提出書類
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

「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ため、「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。

事業経費団体運営費

　NPO法人兵庫さい帯血バンク設立20周年に当たり、当市
『さい帯血搬送ボランティア大森スマイルグループ』が2月19日
支援団体としてバンク理事長より感謝状が贈呈されました。
同グループは市内大森産婦人科医院でお産された母親の善意に
より提供採取されたさい帯血を山陽/阪神電車でバンクに届ける
グループで現在7名が当番表を基に安心安全なさい帯血が患者
様に届く様心掛け活動しています。さい帯血は白血病や血液難
病等の移植治療に使われ多くの患者さんの命が救われます。
出産時にしか採取することが出来ないとても貴重な血液です。

(1)事業趣旨…………見守り活動などの助け合いのできる地域コミュニティの構築に取り組む地域団体等を募集します。
(2)補助予定団体数…６団体程度(1団体当たり50万円程度)
(3)募集期間…………５月21日 ～ ６月21日 ※募集期間内必着
　　　　　　　　　 ※応募書類等は、兵庫県のホームページからダウンロードしてください。
(4)問い合わせ先……兵庫県地域福祉課　TEL：０７８-３６２-３１８１

さい帯血搬送　大森スマイルグループさい帯血搬送　大森スマイルグループ

令和3年度地域相互見守りモデル事業(地域となり組)実施団体の募集

★さい帯血とは…へその緒を流れる血液のことで、白血病や血液難病などの移植治療に使われます。

ノルディックウォーキングノルディックウォーキング

 

説明会に参加されると、依頼会員として登録でき
ます。会員登録しておくとファミサポを利用する
ことができます。
〈日 時〉 5月22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
〈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）
〈託 児〉 5名(対象：6ヵ月以上の子ども要予約）
〈定 員〉 15名 　　〈締 切〉 5月20日(木)

みんなで一緒に体を動かして遊びましょう！
小さいお子さんも参加できますよ。
ご参加をお待ちしています♪
〈日 時〉 6月12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6・7
〈対 象〉 ファミリーサポートセンター登録会員
 子育て中の人
〈定 員〉 15組 
〈締 切〉 6月10日(木)

新型コロナウイルス感染症対策のため、開催内容の変更や開催を
中止する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

第1回 入会説明会第1回 入会説明会

阿弥陀公民館

受 賞 お め で と う ご ざ い ま す ！
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申込み
問合せ

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

　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。

わくわくフェスタ

第1回 交流会
ファミサポおたのしみ交流会

第1回 交流会
ファミサポおたのしみ交流会

生きがい対応型デイサービスセンター
※各行事に参加をご希望の方は、必ずお問い合わせください。 ☎444-3030申込み・問合せ先

5月定例行事
●午前（10：00～）

●日　時：5月21日(金) １3：3０～
●集合場所：ユーアイ福祉交流センター2階
　　　　　 帆っとスペース
●定　員：15名
●参加費：100円（ポールレンタル代）
●申込締切：5月7日（金）
　 ※雨天時は内容を変更して実施します。
　　 詳しくはお問い合わせください。

11日（火） いきいき体操
12日（水） 折り紙㊌ 後半
13日（木） スーパードライブ㊍ 後半
 　　  　　 （9：30～）
17日（月） うたの会A 後半
 　　 　　（10：00～）
 うたの会B 後半
 　　　　 （12：00～）
19日（水） 絵手紙 後半
20日（木） 折り紙㊍ 後半
25日（火） ゆうゆう体操 後半
28日（金） 朗読の会

新規参加者を随時募集しています。
申込み・問合せは下記の電話番号
までお気軽にどうぞ！

　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？ 

　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？ 

26日（水） スーパードライブ㊌ 後半
●午後（13：30～）

わきあいあいサロン
介護予防に役立つ体操やゲームを
下記の公民館で行います。

米田公民館　1階　集会室
  5月18日（火）  13：30～15：00

  5月31日（月）  13：30～15：00
北浜公民館　2階　集会室

囲碁・将棋
●9：00～11：30
27日（木）・31日（月）

●13：00～16：30
10日（月）・20日（木）

赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内
赤い羽根共同募金

助成案内

1.助成対象事業
①地域福祉事業等に関する行事の開催経費
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
2.助成対象団体
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
3.助成対象財政状況等
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
4.助成金額
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、
この限りでない）
5.提出書類
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

※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。

応募先･
問い合わせ先 ＴＥＬ 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）
〒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28日(金)

1.助成対象事業
団体の維持管理経費
2.助成対象団体
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
3.助成対象財政状況等
前年度の決算繰越金が当該年度収入額
の概ね20%を下回る状況等
4.助成金額
概ね、年間運営費の10%以内
5.提出書類
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

「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ため、「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。

事業経費団体運営費

　NPO法人兵庫さい帯血バンク設立20周年に当たり、当市
『さい帯血搬送ボランティア大森スマイルグループ』が2月19日
支援団体としてバンク理事長より感謝状が贈呈されました。
同グループは市内大森産婦人科医院でお産された母親の善意に
より提供採取されたさい帯血を山陽/阪神電車でバンクに届ける
グループで現在7名が当番表を基に安心安全なさい帯血が患者
様に届く様心掛け活動しています。さい帯血は白血病や血液難
病等の移植治療に使われ多くの患者さんの命が救われます。
出産時にしか採取することが出来ないとても貴重な血液です。

(1)事業趣旨…………見守り活動などの助け合いのできる地域コミュニティの構築に取り組む地域団体等を募集します。
(2)補助予定団体数…６団体程度(1団体当たり50万円程度)
(3)募集期間…………５月21日 ～ ６月21日 ※募集期間内必着
　　　　　　　　　 ※応募書類等は、兵庫県のホームページからダウンロードしてください。
(4)問い合わせ先……兵庫県地域福祉課　TEL：０７８-３６２-３１８１

さい帯血搬送　大森スマイルグループさい帯血搬送　大森スマイルグループ

令和3年度地域相互見守りモデル事業(地域となり組)実施団体の募集

★さい帯血とは…へその緒を流れる血液のことで、白血病や血液難病などの移植治療に使われます。

ノルディックウォーキングノルディックウォーキング

 

説明会に参加されると、依頼会員として登録でき
ます。会員登録しておくとファミサポを利用する
ことができます。
〈日 時〉 5月22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
〈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）
〈託 児〉 5名(対象：6ヵ月以上の子ども要予約）
〈定 員〉 15名 　　〈締 切〉 5月20日(木)
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新型コロナウイルス感染症対策のため、開催内容の変更や開催を
中止する場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

第1回 入会説明会第1回 入会説明会

阿弥陀公民館

受 賞 お め で と う ご ざ い ま 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、12月～3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 写真展小地域福祉活動 写真展

　新型コロナウイルス感染防止対策をして実施いただいています。紙面の都合上、一部の活動のみ掲載しています。

◆荒井町
　緑丘福祉部会（2月27日）
石の宝殿研究会をお招きし、石の宝殿につい
て学び、弁当やお茶をお持ち帰りいただく

◆荒井町
　若宮福祉部会（2月11日）
おしゃべりサロンを開催、くじびきを行い、
食材セットの景品をお持ち帰りいただく

◆荒井町
　小松原団地福祉部会（1月15日）
ゆうあい訪問を行い、マスクを配布
し、健康の確認を行う

◆中筋校区
　時光寺町福祉部会（2月19日）
自治会館前で弁当を配布、皆さんと
軽く会話をし、近況を伺う

◆中筋校区
　春日野団地福祉部会（12月16日）
モーニングを頂いた後、ビンゴゲーム
で盛り上がる

◆米田町
　古新福祉部会（12月5日）
ふれあい食事会を開催、パズルで脳
トレをし、昼食を頂く

◆阿弥陀町
　中所福祉部会（1月10日）
伝統行事「とんど」を開催、ぜんざい
や焼き芋を頂き、3世代交流を行う

◆阿弥陀町
　長尾福祉部会（3月20日）
高齢者を対象に公民館前で弁当を
配布

◆阿弥陀町
　魚橋山ノ端福祉部会（3月15日）
輪投げを行った後、弁当の配布を行う

◆阿弥陀町
　魚橋南福祉部会（3月13日）
体操とゲームを行った後、お菓子や
果物をお持ち帰りいただく

◆北浜町
　北脇福祉部会（3月20日）
つたの会茶話会を開催、モーニング
と飲み物で楽しいひとときを過ごす

◆北浜町
　牛谷団地福祉部会（3月7日）
中島常寿園にて認知症についての講座を
受講した後、体操ゲームや手指体操を行う

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～

R3.3.1～3.31 ※敬称略

ー物品の部（外国コイン・古切手・使用済カード等）ーー物品の部ー

三菱重工グループ労働組合連合会高砂地区本部、
松波町自治会「松波会」、㈱加納工務店、㈱五輪、㈱優和、
高砂商工会議所、伊保小学校、高砂市役所

今津 良子、原 正美、名嘉 初枝、鷹巣 絹子、柴山 江里子、
木谷 利尚、匿名

生活協同組合コープこうべ…兵庫米2㎏104個
松波町自治会「松波会」…下着5着
久保 壽美子…紙オムツ2袋
匿名…衣類2着、パジャマ2着
匿名…粉ミルク3缶
匿名…バスタオル4枚、タオル5枚、毛布1枚
匿名…政府発行布マスク36枚、不織布マスク56枚
匿名…タオル9枚
匿名…オムツ3袋、尿取りパッド14袋
匿名…軍手140双
匿名…衣類1着、肌着2着、下着6着、靴下1足

ー金銭の部ー 
地区名 氏　　名 金額（円） 備　　考

高砂

米田

伊保

阿弥陀
その他

39,298
2,000
2,018
4,711
811
5,000
3,000
50,000
10,000
383

㈱カネカ高砂サービスセンターNYDS カネカストア
玉野 俊行
県立高砂高等学校
短足おじさん
匿名
匿名
原 正美
匿名
匿名
社協事務所

 
 
 
お客様の善意 
拾得金 
車いす貸出のお礼 
 
 

※物品のご寄附は原則として新品の既成の品物に
　限らせていただきます。

７月７日（水）～1１月2４日（水）（除く：１１月３日）
全20回
毎週水曜日 19：00～21：00

期　間

手話やボランティア活動に興味・関心のある方対　象

６月2３日（水）締切り

20名
※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・・・
無料（別途テキスト代3,300円が必要です）
※テキスト「手話を学ぼう、手話で話そう」

参加費

～聴覚障がい者と手話で楽しくおしゃべりしませんか？～～聴覚障がい者と手話で楽しくおしゃべりしませんか？～

この講座は、高砂市と播磨町との合同開催です

手話奉仕員養成講座（入門課程）手話奉仕員養成講座（入門課程）手話奉仕員養成講座（入門課程）手話奉仕員養成講座（入門課程）2021年度

※新型コロナウイルス感染症対策のため
   延期・中止になる場合があります

※善意銀行への寄附金は税額控除が
　適用されます。

▲生活協同組合コープこうべ

ユーアイ帆っとセンター（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
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～一人ひとりが思いやり 心ふれあうぬくもりのまち～

Vol.345

しゃ きょう
令和3年
（2021年）

月号5
耳より耳より
ホットラインホットライン

～「もの忘れ」気になりませんか?～～「もの忘れ」気になりませんか?～

あたまの健康チェックあたまの健康チェック
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。ご夫婦、ご友人同士でもお気軽にお越しください。
日　時：5月25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
人　数：各時間１組　　　費　用：無　料
対　象：高砂市内在住の方
実施方法：対話形式で、簡単な質問に答えていただきます。
 　（３０分～１時間程度）
申込方法：電話又は来所にて予約が必要です。

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

この機関誌は共同募金配分金により発行していますこの機関誌は共同募金配分金により発行しています

子どもの送迎や預かりをお願いしたい時はありませんか？リフレッシュし
たい時にも、気軽にお問合せください。交流会やセミナーなども開催して
いますので、ぜひご参加ください。

P2,3…令和３年度事業計画と予算
P4　…赤い羽根共同募金助成案内
P7　…手話奉仕員養成講座開催案内

日　時：5月27日（木）13：30～15：00
内　容：総会に向けてわいわいがやがや「話し合い」
場　所：高砂市文化保健センター1階 栄養指導実習室

～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」

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17日（月）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

～気軽にご参加ください～

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
高砂市社会福祉協議会 ☎４４4‒３020

申込み・問合せ先
高砂市保健センター ☎４４3‒３936

日　時：5月10日（月）10：00～12：00
場　所：ユーアイ福祉交流センター 2階 登録団体連絡室
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。

～家族の日～

日　時：5月16日（日）12:00～14:30
場　所：ユーアイ福祉交流センター2階 交流スペース6
内　容：青空の下でランチ♪　　参加費：800円
締　切：5月10日（月）

～みんなで楽しむサロンです～

日　時：5月15日（土）10：00～ 1時間程度 ※小雨決行
場　所：あらい浜風公園内オ－ナ－花壇（公園事務所南）
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・関心のある方
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。

NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催NPO法人 花と緑のまちづくり高砂主催
市民と協働による花壇植栽活動参加者募集市民と協働による花壇植栽活動参加者募集

問合せ先
☎090-1223-7279（喜納まで）

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
『要約筆記』とは、話をその場で要約し、

文字に換えて伝えることです。

日　時：6月3日(木)～7月15日(木) 全7回
 9：45～11：45
 ※6月13日(日)13：30～15：30
 　高砂難聴者協会勉強会、見学・交流会を開催します。
　　　　※全コース受講はもちろん、日程の前期
 　（6/3～6/24）のみの受講もできます。
場　所：ユーアイ福祉交流センター1階　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方
定　員：8名　　参加費：1,500円(テキスト代含む)
締　切：5月25日(火)

「認知症サポーター養成講座」を
開催しませんか？

「認知症サポーター養成講座」を
開催しませんか？

内　容：「認知症の症状、認知症の人との接し方について」
 講座終了後は、認知症サポーターの証である
 オレンジリングをお渡しします。 
 Zoomを使ったオンラインでも受講可能です。
対　象：市内在住、在勤、在学の方で
 5名以上のグループや団体
経　費：無料
（※開催予定日1カ月前までにお申し込みください。）

申込み・問合せ先
高砂市地域包括支援センター☎４４３‒３７２３

会員数(R3．3月末現在)
依頼会員………721名
提供会員………108名
両方会員………  40名

計869名

ファミリー
サポートセンターに

ファミリー
サポートセンターに

子育て中のお父さん、お母さん！子育て中のお父さん、お母さん！

登録はお済みですか？登録はお済みですか？

提供・両方会員養成講座たなばた交流会

（依頼会員の子どもを送迎する提供会員）

活動の様子

ファミリーサポートセンター活動中です！！ファミリーサポートセンター活動中です！！
～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。～

問合せ先
高砂市ファミリーサポートセンター

☎442-0555
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