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特集／○○区活動日記～地域支援員の目を通して～

あったかい会話（にやり・ほっと）…
「手が冷たいですね」と手を握らせていただくと
「まぁ～私みたいな手を握るんやったらご主人の手を握ったげて」
と仰り、「もう長年連れ添うとそんな事もないです」と伝えると

「私はおとうさんに握ってほしいわぁ～」
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〇〇区で気になる要援護者を二人ほど把
握している。他におられないか一度、お
聞きしてみよう

と、いうことで〇〇区の方にお話を聞く機会
を持つこととしました。

早速、〇〇区の区長さんに
連絡を取りました！

後日、区長さんから田中職員宛に 1本の☎
が！

　　

〇〇区で気になる要援護者を二人ほど把
握している。他におられないか一度、お
聞きしてみよう。

〇〇区の区長さんや民生委員さんに一度、
訪問して話を伺ってみようよ。

社会福祉協議会の田中と申します。実は
〇〇区の状況やお困りごと等について教
えていただきたいと思うのですが…

特に困りごとは無いと思うんやけど…民
生委員の高橋さんにも聞いてみるわ。

田中職員さん？〇〇区の区長佐藤です。
民生委員の高橋さんに聞いたら、聞いて
ほしいことがたくさんあるので、一度、
来てほしいが３月 10日はご都合どうです
か？公民館でもよろしいですか？　

田中職員がつぶやく

渡辺職員へ日程を伝え、その当日を迎える。
公民館で地域のお困りごとをお聞きする。

　　　　

わかりました (^^)/　10 日に公民館へ伺
います。ありがとうございます。

（民生委員の高橋さんが聞いて欲しいこと
がたくさんあるって。実際は、なかなか区
長さんや区の方には言えないのかなぁ？）

実は日頃からいろいろと思ったりしてる
んですが、なかなか個人情報の関係もあ
り地域の人に言えず…。抱え込んでいま
した (>_<)。区長にも社協の人にも聞いて
もらえる～ (^^ ♪ (^^ ♪ (^^ ♪

整理しながら地域の状況など教えていた
だきたいと思いますので、この地区の白
地図上でいろいろなお話を聞かせていた
だいてよろしいですか？

Aエリア担当の地域支援員
ミーティングにて　

活動日記～地域支援員の  を通して～

仮想〇〇区 支えあいの
　活動がはじまりました。

　〇〇区　世帯数60戸　近所にチェーン店のスーパーあり。過疎化が目立つこの町では比較的、買い
物が便利であると言われる街中の区。しかし古くからの商店は閉店が相次ぎ、昔ながらの助け合い・
支え合いも希薄である状況。

【登場人物】※すべて仮名です。
区長佐藤さん（地元企業を退職後、区役員
会の推薦を受けて〇〇区区長へ。区を良く
しようとまい進される日々を送られていま
す。）

区民生委員高橋さん（3期務められている
ベテランの民生委員さん）

前区長鈴木さん（長年、区長としてこの区
に携わられてきたが体調を崩され後任の佐
藤さんへ区長職をバトンタッチ	）

田中職員（社会福祉協議会　地域福祉職
員。Ａエリア地域支援員として活動）

渡辺職員（社会福祉協議会　高齢者施設職
員。Aエリア地域支援員として活動）
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私も正直、1年目で地域の状況がわからな
いので、高橋さんの情報をお聞きしなが
ら進めてみましょう！

まず、７組に住む伊藤さんという 87歳の
女性は未婚の息子さんと二人暮らし……。
息子さん、3年前に仕事をやめられ無職
…お母さんも元気でしたが認知症状が出
て来てこのお宅をどう支えていけばいい
のか (>_<)

そして、９組の中村さんという一人暮ら
しの男性。糖尿病があり、よく低血糖で
病院に運ばれている。子供さんも遠くに
おられ、すごく不安。もし、倒れられ、
そのままということがあれば…

あっ、そうそうこの辺は、一人亡くなら
れ二人亡くなられ…また子供さんの所に
行かれたり…。空き家が増えている様子。
草も生え放題。近寄りにくいですねぇ。

次は、ここのお宅…。あのお宅…このお
宅と次々に説明が。

高橋さん、私、全然知らずに申し訳なかっ
た (>_<) 区としても協力出来ることは協力
したいけど。今回だけではなかなか整理
しきれないと思う。次回、改めて場を設
けてどう進めていけばいいのか検討して
いきたいが…。何かするにもお金が必要
だし、区民の協力も得ないといけない…
(>_<) 私も今までの事が分からないので前
区長の鈴木さんにも協力を求めて進めて
いきたいと思う。鈴木さんには私からつ
なぐので 27日か 30日はどうか。

　

前区長の鈴木さんに出席いただきました。
そして、第 2回目の話し合い…。

　　　

	

どちらの日程でも構いません。次回は既
に区長さんへお届けしています地域で「こ
んな取り組みがあったらいいなぁ」とい
うものをまとめた冊子（第 2次朝来市地域
福祉推進計画）をご覧いただきながら、こ
の〇〇区のことを一緒に考えさせていた
だければどうかと思います。

よろしくお願いいたします。

前回、この区にいろいろな問題がある事
を知りました。今日は前区長の協力も得
ながら地域の中で課題整理や社協さんも
協力いただく中で取り組むことが出来る
ことを話してみたいと思います。

	これまでのお話に
	続き…

そうですか…数年後、どうなるのかと思
う。昔は近所付き合いもよく、寄る機会
が多かった。困ったらお互いに声掛けし
ていたが、最近は、あまり見かけられな
い…どうしたものかと思う。

田中 区長民生委員

前回、お話ししていたように地域の福祉
を進めるために計画を立てています。地
域がこんな風になればいいなと思うプラ
ンを挙げています。こんなプランはどう
でしょうか？

その名も『誰でも寄れる食堂事業！』
（誰もが寄れそうな場所で食事を無償もし
くは格安で提供し、区の中で孤立を無く
すように進めるもの）

前区長 区長 民生委員
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　その後、組長会でも承認を受け、〇〇区は地域をつく
る市民応援助成事業の助成を受け事業を実施。スタート
したばかりですが、区長、民生委員さんを中心に事業が
進められている様子。

…区長宅を訪問…

すごい！

今度、組長会（隣保長会）で提案したい
のですが高橋さん、鈴木さんどうですか？

社協さん、お世話になりますが組長会を
４月 16日　夜７時から行います。日曜日
の晩で申し訳ないんですが来て説明いた
だけますか？

喜んで (^^ ♪

どんな状況なのか、一度、訪問
させていただきましょうか？

こんなに介護や福祉の支えが必要な方が
多いとは思わなかった。こうした方々が
これから、どんどん増えていくと思う。
10 年後には私も 70 歳！まわりは高齢者
ばかり。今から出来ることから始めない
とと感じた…。でも、うちの区だけでは
正直、なかなか難しいと思う。

　　　
　

　
　

とまり木みたいに一杯 　あったらい
いね！

こんなプランはいかがですか？

その名も『支え合い、助け合い活動事業！』
（要援護者の方に対して、日常生活におい
て簡単なお困りごとを区民で助け合う取
り組みです）

ちょっと、難しいかな
(>_<)

ノウハウも無いし…でも、実施出来れば、
前向きな効果はあるんだろうけども。ま
た区の総意も無いと前に進められないし、
そのためにも他人ごとじゃないという思
いを皆に持ってもらわないと。そのため
には自分たちだけじゃ、進められないと
思う。区長、どうですかね？

『誰でも寄れる食堂』のプランなら、みん
な協力して出来るかもしれない…でも、こ
れってお金がかかりそうですが、うちでは
厳しいのでは…区長さん、どうですか？

非常にいい取り組みだと思うが正直、予
算的に難しい (>_<)

安心してください！
こんな助成制度があるんですよ。
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区長のつぶやき…

いつでも、ご連絡いただければお伺いしま
す (^^♪		我々、社協職員も社協だけではな
く市や福祉・介護の事業所などにも協力し
ていただいて地域を支えていけばと思って
いますので、よろしくお願いいたします。

とは言われるものの…区長になって、あ
れもこれも…ほんと言うと忙しいけど…
大事な事や、頑張ろう！

お気持ちは非常によく、わかります。ど
の区も同じだと思います。ご協力させて
いただきますのでお互いに頑張りましょ
うね (^^ ♪

田中

渡辺

まとめ：「今日言って明日、地域が変わった」というよう
なものではありません。少しずつ、少しずつ、そ
の地域のペースで。地域のやり方…地域流で取り
組んでいただければと思います」

あなたの地域を支援　～実際のケースより～
・地域支援員を中心に支え合いＭＡＰづくりや個別訪問などを通した聞き取りによって課題把握・地域の
皆さんとともに協働で解決の方法を探っています。
	〔地域の課題ケース例〕一人暮らしの方増、日中閉じこもり増　→地域内の支え合い活動が必要　→地域
ミニデイなどの地域の場づくりに！

（その他にこんな支援を）
・地域ミニデイに関する相談支援（立ち上げ・日々の運営、財源に関することなど）
・地域ミニデイ派遣事業（特技や技能を持った方を講師として地域ミニデイに派遣します）
・各種助成金の紹介（活動に必要な資金を助成している団体等を紹介します。本会独自の助成金もあります）
・レクリエーション用具・イベント用具の貸出し（活用いただける用具の貸出しをしています※イベント
用具は有償）
・地域活動支援講座の開催（専門知識や技術を地域の皆さんへ提供する講座を開催しています）

　ここでは、仮想の区として取り上げていますが、実際に「地域をつくる市民応援助成事業」を行います。
皆さんの区でも当助成事業を活用して夢プランの実現に向け取り組んでみませんか？

17 の夢プラン を提案しています。ぜひご覧下さい。
第 2次朝来市地域福祉推進計画（ホームページからダウンロード出来ます）の中でも

「地域をつくる市民応援助成事業」について
詳しくはホームページでも紹介いたします。
当事業のお問い合わせは総合支援課　
電話　０7９－676－5213まで

田中

渡辺

区長

例えば
休耕地再耕起して　
農作物販売事業

例えば
安心の貯蓄事業
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ふれあい講師
大募集！

ふれあい講師をご存知ですか!?
ふれあい講師って !?
　登録いただいている音楽・手品・体操など様々な特技をお持ちの個人・グループを、地域の笑顔を
つなぐ「ふれあい講師」として公民館等で開催される地域ミニデイに派遣し、高齢者を中心とした皆
さんに大変喜んでいただいており、各地で笑顔の花が開いています。
　なお、「ふれあい講師」の謝金は不要です。是非、お気軽にご相談下さい。

　市内の健康や福祉事業などに従
事される事業所様にご協力いただ
き、『専門職ふれあい講師』とし
て地域ミニデイに派遣する取り組
みを始めていきます！

　地域ミニデイの様々な情報を
始め、ふれあい講師・レクリ

エーション用具の情報などを掲載していま
す。『地域ミニデイ活用ガイド』は本会ホー
ムページよりダウンロード出来ますので是
非ご覧下さい。

★ ★ 投稿コーナー
かわいい愛犬 ･愛猫の写真お待ちしています。

　あなたの携帯電話の待受画面の可愛いペット
（愛犬・愛猫など）の素敵な写真をお送りください。

❶送信する写真を準備してください。❷お送り
いただく方、ペットの名前、住所とともにお送
りいただく「写真」にぴったりなコメントを添
え、次の代表アドレスまでお送りください。（郵
送でも構いませんが郵便代はご負担いただきま
すのでご容赦ください。）
※お送りいただいた写真はコメントとともに
ホームページへ掲載したいと思います。　　				

　asago-sisyakyo@sasayuri-net.jp
※郵送の場合
　〒 669-5152　朝来市山東町楽音寺 95番地
　朝来市社会福祉協議会　総合支援課まで

送信先

以下の方法でお送りください。

市内在住　Ｓ様宅
のリンです (^^ ♪
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地域ミニデイの強い味方

◇地域ミニデイ代表者より ◇現在ご活躍されている講師より

体操を通して皆さんに元気と
笑顔をお届けしたいと思って
います！もちろん自分も楽し
く取り組んでいます。前向き
な気持ちで出来る事から！！

ご協力いただく事業所様から一言
デイサービスで培った知識を
地域の皆さんに還元したいと
思っています。
是非、健康維持にお役立てく
ださい！！

昨年9月から地域ミニデイを開
始しました。ふれあい講師の
皆さん方に来ていただき大好
評です！ミニデイに来られる方
の中には「何回でもふれあい
講師に来て欲しい！」と仰る方
もおられるほどです。

福祉の専門職が地域へ！お 知 ら せ

一品ボランティアグループ・柿本代表より （公社）日本 3B体操協会和田山グループ・日下部代表より

私たちも協力します‼

デイサービスセンターなごみの郷渡邊施設長（左）より

特技をお持ちの市民の皆様、福祉
の事業所様、是非ご検討下さい。

地域センター名／場所 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月
生野地域センター
生野老人福祉センター
（電話）６７9－３０５３

5日 10日 7日 5日 2日 6日

和田山地域センター
あさごふれ愛の郷のぞみ
（旧わだやま作業所）２階
 ※和田山町柳原306－2
（電話）６７２－０４４０

12日 17日 14日 12日 9日 13日

山東地域センター
山東老人福祉センター
（電話）６７６－５２１５

19日 24日 21日 19日 16日 20日

朝来地域センター
朝来老人福祉保健センター
（電話）６７７－１６０６

26日 31日 28日 26日 23日 27日

区長さん・民生委員さん・老人クラブ会長さん・
地域ミニデイ代表者さんに冊子を配布しています。

地域ミニデイ活用ガイド
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ボランティアグループへの育成助成事業が変わります！
登録ボランティアグループ対象

1 名　５００円（年間）
※ボランティア登録をしていただいている方は
社協が200円を負担いたします。

保険料

ボランティア本人のケガや、第三者の身体・
財物への損害にも対応。

補償
内容

平成 29年 4月 1日～平成 30年 3月 31日
※中途加入の場合、補償期間は受付翌日からと
なります。4月1日からの加入を希望される
場合は、3月31日迄にお申込みください。

補償
期間

と　き：平成２９年３月１２日(日)　１０時から１２時
ところ：生野老人福祉センター

Ｈ29年
4月から
　次の通り、助成事業の内容が変わります。

こ　れ　ま　で 平成 29 年 4 月 1 日から

活動回数 構成員 助成額
（上限） 活動回数 構成員 助成額

（上限）

活 

動 

助 

成

地域ミニデイ
実施グループ 4 回以上 定めなし 50,000 円

年間 24 回以上
定めなし

60,000 円
年間 12 回以上 24 回未満 40,000 円
年間 4回以上 12 回未満 30,000 円

それ以外の
グループ

毎月 1回程度 5名以上 30,000 円 毎月 1回程度 5名以上 30,000 円
年間 4回以上 5名程度 10,000 円 年間 4回以上 5名程度 10,000 円

ボランティア
グループ

立上げ助成
（これまではありませんでした）

（助成要件）
・自己財源がなく活動に支障が認められる場合
・当該年度中に１回以上の活動予定がある場合
※朝来市ボランティア市民活動センター（社協）
　に登録していただくことが必要です。

20,000 円

◉活動回数が多いほど助成金も
アップ！　
◉新たに立ち上げをされるグルー
プに朗報！

　活動助成終了後も「立ち上げ助成」として
９月末まで、申請を受付けます。

ここが
ポイント！

「兵庫県ボランティア・市民活動災害共済」
申　込　受　付　開　始

　皆様に安心してボランティア活動をおこなっていただく
ため、ボランティア災害共済への加入をお勧めしています。

《お申込み・お問合せは各地域センターへ》
窓口で加入申込書に必要事項をご記入の上、掛金を添えて
お申込みください。

相談日：毎週水曜日	 気になる事はまず相談！
時　間：午後１時～４時	 電話での相談もお受けします。

◆ ◆ 心 配 ご と 相 談 ◆ ◆

※相談内容は秘密厳守ですので、安心してご相談下さい。
※相談費用は無料です。　
※平成29年5月について、日程にご注意ください。

（平成29年4月～平成29年９月）

地域センター名／場所 ４月 ５月 ６月 7月 ８月 ９月
生野地域センター
生野老人福祉センター
（電話）６７9－３０５３

5日 10日 7日 5日 2日 6日

和田山地域センター
あさごふれ愛の郷のぞみ
（旧わだやま作業所）２階
 ※和田山町柳原306－2
（電話）６７２－０４４０

12日 17日 14日 12日 9日 13日

山東地域センター
山東老人福祉センター
（電話）６７６－５２１５

19日 24日 21日 19日 16日 20日

朝来地域センター
朝来老人福祉保健センター
（電話）６７７－１６０６

26日 31日 28日 26日 23日 27日

生野福祉バザー開催のお知らせ！
　毎年恒例の生野福祉バザーを開催いたします。
　いくの地域自治協議会まなび部会の『子育て支援リサ
イクルバザー』、婦人共励会・あさごふれ愛の郷かがや
きのバザーもあります。
　皆様のご来場、お待ちしています !!

生野民生委員児童委員協議会
会長　日下部　謙一さん

「
た
く
さ
ん
の
方

に
来
て
い
た
だ
き

た
い
で
す
。」

活動助成 立ち上げ助成

申請案内　　３月上旬
※登録済グループに案内送付
申請締切　　４月中旬
振　　込　　５月末日

申請案内　　３月上旬
※社協のホームページや広報紙をご覧のうえ、
　お問合せ下さい。
受付期間　　４～９月末日
振　　込　　５月末日及び６～１０月末日

※活動助成申請受付期間内は、両方の申請をする事が可能です。お早目の登録・申請をお勧めいたします。

助成スケジュール（予定）
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　あおぞらの名刺はたくさんの方々の善意で集まった酒パックを再利
用して作っています。手すき紙ならではの、優しい手ざわりの名刺で
す。名刺のデザインも、お客様のご
相談に応じて承ります。自分だけの
オリジナル名刺はいかがですか。

お互いの第一印象は？

その後は？

愛を育まれているふたりに直撃！

恋活イベント

男性Cさん（ 30代）
女性Yさん（ 30代） Ｃさん：「見た目が好みで最初からチェック！話して

いてフィーリングがあったので“ピン”ときました！」
Ｙさん：「あんまり記憶がないですね（笑）でも短髪の方が好みだったのでいいか
なと思っていました…話す機会が多かったので記憶には残りましたね。」
Ｃさん：「（フリートークの機会が多かったので）意識的にチャンスを逃さないよ
うに話しかけました（笑）」

Ｃさん：その日のうちにメールアドレスなど登録し、地元の花火大会に誘いました。（誘ったの
が）花火大会当日の夕方だったですが「今日行かない？」とＬｉｎｅ（ライン）しました。
Yさん：仕事終わりにそのラインを見て（えっ、今から？？）と思いました。職場が遠方で…その日はお断りしま
したが、こちらから「次の日、他のまちで花火大会があるよ」と連絡したら“よし、行こう！”ということに。そ
れが初デートです。
Ｃさん：2回目に食事に行き、そこで「付き合いませんか？」と切り出しました。答えはＯＫでした！ほんと嬉し
かったです！
Yさん：「うん、うん（笑）」
その後、順調に交際を重ねられています。
「順調にいけば今夏に結婚出来たらいいなぁ」と話されているお二人。
末永くお幸せに…(^^♪

　平成２8年度は４回開催しました「あさご交流Ｃafé」。記念すべき第１回目に参加いた
だき、その後、交際をスタート！順調に愛を育まれているお二人に話を聞きました！

検索朝来市社協

日　　時：平成２９年４月１5日(土)　１０：００～１5：3０
	 【 時間は変更する場合があります】
場　　所：朝来・佐中公民館(朝来市佐嚢)
募集定員：男性１０名・女性１０名（ 30歳以上５0歳未満）
募集期間：平成２９年３月３日(金) ～４月5日(水)まで
参　加　費：男性3,０００円・女性１,０００円
そ　の　他：①男性は朝来市在住か在勤のこと
	 ②ご応募は社協HPのオーダーフォームから
	 ③申込みは先着順となりますので、定員になり次第、
　　　　　　募集を終了いたします

朝来・佐中の千年家と新しい出逢い

［問い合わせ先］　あさごふれ愛の郷あおぞら　電話079－677－1613　担当　今井・小野山

インタビ
ュー

私たちが作っています！
お願い 酒パックが不足しており

ます。ご家庭にありまし
たら、あおぞらまでご連絡下さい。

オンリーワン

紙すきオリジナル名刺 いかがですか？
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ご利用者Ａさんのお誕生会をさせていた
だきました。歌のボランティアさんからも
Ａさんのリクエストの
「きよしのズンドコ節」
の歌のプレゼントがあ
り笑顔いっぱいでし
た。ろうそくの火がな
かなか消えず…「ろう
そくの火のようにしぶ
とく生きます（笑）」と
あいさつされました。

ご寄付いただいた皆様の善意にお応えできるよう、有効に活用させていただきます。

平成28年12月1日～平成29年1月31日善意銀行だより
生野
●供養預託
●金銭預託
・四区 佐々木正克 （亡父）
・新町 早草　一彦 （亡父）
・奥銀谷 松本　和子 （亡夫）
●善意の預託
●金銭預託
・生野町仏教会 （歳末托鉢浄財）
・ 朝来市シルバー人材センター 生野地区
（年末餅つき販売　売上金の一部）

●物品預託
・ 特定非営利活動法人
リョービ社会貢献基金　生野部会

（布製パーテーション他）
・朝来更生保護女性会 （野菜）

和田山
●供養預託
●金銭預託
・秋葉台２区 山田　信吾（亡父）
・寺谷 坂本　政義（亡父）
・枚田 原田　幸信（亡父）
・玉置 須磨　幸子（亡夫）
・柳原 井上　里美（亡夫）
・柳原 後藤　謙介（亡父）
・観音町 松本　清志（亡母）

●善意の預託
●金銭預託
・東谷 衣川　きくゑ
・ 神戸トヨペット株式会社　和田山店

（バザー売上金）
・隨泉寺詠和会 （寒行浄財）
・匿名１件 （車椅子借用礼）
・匿名１件
●善意の預託
●物品預託
・久世田 古川　友明 （野菜）

山東
●供養預託
●金銭預託
・大内 福本　千尋 （亡母）
・向大道 小山　弘人 （亡父）
・田中 西　　昭彦 （亡父）
・迫間 上村　　勉 （亡母）
・越田 木村　正文 （亡父）
●善意の預託
●金銭預託
・ 山東民生委員児童委員協議会（２件）
・ 山東町仏教会 （歳末托鉢浄財２件）
・匿名１件 （松葉杖借用礼）

朝来　    
●供養預託
●金銭預託
・物部 池口　清市（亡妻）
・物部 小谷　茂樹（亡父）
・物部 足立小夜子（亡夫）
・八代 野村　小雪（亡夫）
・山本 山田　堅一（亡母）
・元津 坂本美穂子（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・立脇 篠澤　重久
・ 朝来地域自治協議会
 ふれあい広場「あい」
（チャリティー寄付金 12月分6,410円）
・ たじま農業協同組合　朝来支店 
（ふれあいまつりチャリティー募金）
・木村医院職員一同 （２件）

その他     
●善意の預託
●金銭預託
・ 但馬地区　兵庫県職員一同（歳末愛の志）
・但馬青年教師会 （寒行托鉢）
●物品預託
・ 旧ひよっこ編集部（デジタルカメラ一式）
・ 「プルタブで車イス運動」
　賛同の皆様 （プルタブ150㎏）

（敬称略・順不同） ※名前、預託内容、金額等については、申込者に承諾をいただいて掲載しています。

高齢者施設で介護していて思わず笑顔がこぼれる、心がなごむ・温まった瞬間。そんな高齢者の言葉や振
る舞い、「にやり」とした出来事や「ほっと」心が温まった瞬間のいいお話をご紹介します。

「春らしい色は何色やろか？」と尋ねるといろい
ろな色を教えて下さった。桃色、金色、黄緑色…。
施設の壁面を飾る「初春」の
ちぎり絵が文字は出来たが
バックの色が決まらなかっ
た。「春らしい色…でご利用
者が選ばれたのは「黄緑色」
だった。黒い筆文字に黄緑色
が映える。灰色の木々たちが
芽吹く色、黄緑を選ばれたの
は素敵な選択だと思った。

広報ちょっといい話 ｢にやり・ほっと｣
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独身の男女に新しい出会いの場を提供する『あさご交流Café』をご存知ですか？新しい恋の予感を期
待しながらたくさんの方が参加してくださいます。
しかし、ある参加者が、「異性だけでなく同性の方とも知り合いになれたのはよい機会を頂いた。」とい
う感想を述べられました。
あさご交流Caféを知っていたけど参加にしり込みをしていた方には、ガチガチな『婚活』ではなく、『新
しい出逢いと交流の場』として活用していただきたいなと思います。
あさご交流Caféの出逢いから「恋」に発展するか、「友情」が生まれるか・・・・
話すことが苦手という方も自然に会話が弾むように司会者が雰囲気を盛り上げます。友達を誘って一度
遊びに来てください。お待ちしています。

朝来市社会福祉協議会
本部・いきいき介護センターが
朝来庁舎に移転します！
住民の皆様にはご迷惑をおかけしますが、
よろしくお願いいたします。
新住所　〒679-3431 朝来市新井73番地１

カウンター

介護保険
関係
主な業務
● 各種介護保険
事業の運営

相談室 玄関

朝来市役所
朝来地域振興課地域福祉関係 主な業務

●地域福祉活動全般
●地域支援員活動
● ボランティア・市民活動等
●広報誌発行  ●貸付相談
●心配ごと、結婚相談
●日常生活自立支援事業
●市民窓口対応全般
●センター各種行事・イベント
●団体事務  ●配食サービス
●共同募金委員会  ●社協会費
●衣裳貸出  ●各地域センター

総務全般 主な業務
●法人運営
●人財育成
●人事労務
●財務

●善意銀行
●庶務全般

移転先での業務開始予定は、

29年6月19日㈪となります

ココが移転先の朝来庁舎です。
地域のみなさんよろしくお願いします！

現在の本部機能（総務課・総合支援課・地域統括課）と
いきいき介護センターが集結！




