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検索朝来市社協

この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。

社協だよりあ ごさ
地域おたより便「やっとるでぇ～」
　　朝来市ケーブルテレビで、絶賛放送中!!

やっと
るでぇ

～

（ 和田山町市場区の皆様 ）

応援します! あなたの活動。
社協の助成辞典



2

ケーブルテレビ放送　
地域おたより便 『 やっとるでぇ～』

　朝来市ケーブルテレビ放送の「 あさごシティニュース 」で、地区が取り組まれている支え
合い活動や食堂開店事業など、様々な取り組みを随時ご紹介しています!

●第４回放送（和田山町京口区～支え合い活動編～）

●第５回放送（生野町黒川区～昼食会編～）

●第６回放送（山東町大垣区～食堂事業編～）

●第７回放送（生野町栃原区～支え合い活動編～）

●第８回放送（朝来町立野区～ミニデイ活動編～）

※第１回～第３回は「 社協だよりあさご 」（ 前号 ）を
 ご覧ください。すでに放送分のダイジェスト

　地域をつくる市民応援助成事業を申請、今
年度から支え合い活動を開始! 毎週水曜日に
行われている「 いきいき体操 」の集まりで安否
確認と支援者の情報共有。参加継続の動機
づけとして区から“表彰状”を送られています。
　グッド アイデア!!　

　参加者と社協が協力し毎月開催している本
村と簾野の昼食会を収録。参加者に生活に関
することを色々とインタビュー! 区長様から
黒川区のことについて熱い言葉も!
　この番組を通じて、雪かきボランティアを
大募集!

　地域をつくる市民応援助成事業の食堂事業を実施され、食事会で大盛り
上がり! けん玉遊戯披露会やビンゴゲームがあり、とても楽しい会となり
ました! またお弁当を持って、参加することができなかった方の安否確認。
　区に新しく入居された方からのコメントも収録。

　地域をつくる市民応援助成事業の支え合
い・助け合い活動事業を実施。事業をどのよ
うに進めていくか、生野包括支援センター職
員・ケアマネも含めて情報共有し打ち合わせ
をしている様子も撮影。
　区長様、副区長様のインタビューも!

　ミニデイに、ふれあい講師や移動販売車に
来ていただき、より充実したものにされています。
　アイデアでマンネリ化の防止!
　ミニデイをされている方々に是非見ていた
だきたい動画です。
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●第９回放送（山東町東区～食堂事業編～）

●第１０回放送（与布土ふれあい喫茶～ミニデイ活動編～）

●第１１回放送（和田山町秋葉台３区～災害時に備えて備蓄事業編～）

リクエストタイム・総集編の再放送もしています。
ぜひご覧いただき、総合支援課までご意見をお願いします!

社協ホームページのコーナー（バナー）からも、現在までに放送された
地域おたより便『やっとるでぇ～』が、ご覧いただけるようになりました!

　地域をつくる市民応援助成事業の食堂開店
事業を実施。“ がんばろう会 ”を結成し、区
長様やボランティアの皆さん等、みんなが協
力して食堂開店!
　持ち寄りの食材を主に豪華なお膳を作ら
れ、食堂は多くの会話で大盛況!

スクロール画面（ 他の画像になっている時は、左右
の赤い矢印をクリックして変更してください ）か、
ホームページ右下のバナーから、今まで放送した動
画を全て見ることができます。

近日放送予定
第12回放送（ 和田山町宮内区～支え合い活動編～）
第13回放送（ 和田山町市場区～ミニデイ活動編～）
第14回放送（ 生野町新町区～ミニデイ活動編～）

　月に一度開催されている喫茶で、時には参加
者の高齢者が詐欺に合わないように「 消費生活
出前講座 」を開催され注意喚起も。お互いの見
守り合いを深めていく思いが高まります!

　地域をつくる市民応援助成事業の「 安心の貯蓄事
業 」を実施。災害に備えて公民館に非常食を常備され
ました。非常食の補充更新時には蓄えていた餅とあん
こでぜんざいを作り、区民の皆様に振る舞われました。
　安心に備えた地区の取り組みに、皆様の喜びの声も
収録しています。

※都合により変更になる場合がありますのでご了承下さい。
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ボランティア活動や地域活動に対する　　　   助成事業のお知らせ
地域応援助成事業

助 成 額：20,000円上限／参加者20名以上
　　　　　15,000円上限／参加者20名以下
対　　象：行政区
助成限度：年度内３回まで
内　　容：地域で食堂事業を開催し、世代間交流の機会を増やすことにより地

域の支え合い、助けあいづくりを推進していくことを目的とします。

助 成 額：50,000円
対　　象：行政区
内　　容：地域の気になる方に対して、日常生活において簡単なお困りごとを

区民で助けあうことを目的とします。

助 成 額：50,000円
対　　象：行政区
内　　容：地域住民を対象とし、住民の福祉意識を高める活動または新たな取

り組みにより地域の支え合い促進などの効果が期待できる活動に該
当する申請者提案型の助成プラン。

　ぷちサロン活動を実施するグループは、実績に応じて助成金2,000円を上限に
100円単位で助成します。但し、助成回数については年度内10回を上限とします。

地域の仲間づくり出会いの場づくりを目的と
し、年に数回開催される参加者５名以上

（ 65歳以上が半数以上 ）の集いの場。

わがまち食堂応援助成

ご近所・助けあい応援助成

チャレンジ応援助成

ぷちサロン活動応援助成

応援助成名

ぷちサロンとは

社協の助成辞典
１

２

３

４
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ボランティア活動や地域活動に対する　　　   助成事業のお知らせ
ボランティアグループ育成助成事業

　ミニデイを実施しているグループで当該年度の活動実績に応じて次のとおり
助成します。
　①24回以上　60,000円を上限　
　②13～23回　40,000円を上限
　③4～12回　30,000円を上限　に助成します。

　上記を除く構成員が３名以上のグループで当該年度の活動実績に応じて
次のとおり助成します。
　①12回以上　30,000円を上限
　②8～11回　20,000円を上限
　③4～7回　10,000円を上限　に助成します。

助 成 額：15,000円上限（ 半額助成 ）
対　　象：ミニデイグループ
内　　容：地域ミニデイの一環として外出行事を行う際に使用する
　　　　　マイクロバス等の使用料金の負担軽減と地域ミニデイが継続的

に活動できることを目的とします。

朝来市社会福祉協議会
担当：総合支援課
TEL：677-2702

一般ボランティアグループ

ミニデイグループ

対象

ミニデイおでかけ助成

社協は地域共生社会実現に向けて取り組みを行っていきます!!
新たなボランティアグループの育成、拡大を図ります。
※助成を開始して５年を経過した一般ボランティアグループについては育成の期間を終

了したものとみなし、31年度より見直しを図ります。

詳細はお問合せください！
問合せ先

１

２

３

※今後、助成内容について一部変更となる場合があります。
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　昨年に引き続き、民生・児童委員さんとの意見交換会を開催し、最初に他地区の活動の様子を撮影
した動画を見ていただき、その後、地区の中で気になる方や本会で関わりを持つ方の情報共有や、地
区の課題などについてお伺いしました。

開催日：平成30年1月11日（木）　朝来市生野庁舎にて

　引き続き、他の地区でも意見交換会の開催を予定しています。民生・児童委員さんのご意見を
お聞きし、地域への関わり方を共に考えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします！

開催日：平成30年1月18日（木）　朝来市防災センターにて

民生 ・ 児童委員と地区担当職員
（地域支援員、生活支援コーディネーター）

～生野地区･和田山町枚田地区～「地域との協働にむけて」

枚田地区

生野・奥銀谷地区

意見交換

参考となる活動を
見せてもらうと
勉強になります。

日中独居になられる
高齢者への声かけは
難しいですねぇ…。

今で言う「ミニデイ」を
20年も続けると、集まることが
習慣化しています。

動画を見て、見守りをする人が集まる
機会があり、地域住民だけではなく、
社協職員やケアマネ、警察官など第三
者が入るのが良いな…。

一人暮らしの人の見守り担当を決め
ていて、買物に行く時には「買物行
くけど何か買って来ようか」と声を
かけています。

　東河地区の意見交換会から始まり、朝来、生野…と回を重ねて分かったことですが、同じ課題でもそれ
ぞれの環境によって意見が異なります。その地域の現状や課題に即した支援や関わり方が必要だと、改め
て感じました。
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Ｂさんご夫妻 あさご交流Caféで出逢われ、交際中にインタビュー（ 広報72号掲載 ）をさせていただいたお二人は昨年ご結婚され、今年第一子が誕生されます。●お付き合いをされていた時、気を付けられていたことや、気をつかわれたことはありますか。　夫：自分ばかりしゃべるのではなく、彼女が話しやすい雰囲気になる様に努めていました。　妻：特にありませんでした。
●結婚を決められた最大のポイントは？
　夫：おたがいに、出会った時から自然と決っていたのかな…

      可愛かったし…。
●幸せを実感されるのはどんな時ですか。
　夫：いつも一緒にいる時。
　妻：結婚するまで家事をほとんどしていなかったけれど、　　　作った料理を、おいしいと言って食べてくれる時。●これからも変わらずにいて欲しいと思われるところは、どんなところですか。　夫：今のまま、おだやかで優しく。子どもが生まれても変わらずに。　妻：おだやかでいて欲しい。
●これから結婚を希望される（されている）方に、励ましやアドバイスをお願いします。　夫：女性の話をしっかり聞いてください。
　妻：まずは出会いから。ぜひイベントにも参加して積極的に。

逢えてよかったねぇ！
しあわせインタビュー

これからも結婚相談事業などを通じて、皆様の幸せを応援いたします。
ぜひ、ご相談ください。　■ 総合支援課　☎079-６77-2702

いつまでも
お幸せに

Ａさんご夫妻 結婚相談員さんのご紹介で出逢われたお二人は、その後交際をスタート！

順調に愛を育まれ、昨年ご結婚されました。

●お互いの第一印象は？
　夫：明るい人だなぁ～。

　妻：優しそうで、しゃべりやすいなと思いました。

●その後はどんなお付き合いをされていましたか。
　　お休みの日が違ったので、一緒に出掛ける機会は月1～2度でしたが、

　二人で見た姫路城の桜は印象的でした。後は、携帯でのLINEや会話でしょうか…。

●お付き合いをされていた時、気を付けられていたことや、気をつかわれたこ
とはありますか。

　夫：特になかったです。

　妻：お互いが楽しくなる様な話をしたり、「 ありがとう 」は出来るだけ伝える様にしていました。

●結婚を決められた最大のポイントは？
　夫：一緒にいて楽だったことかな…。

　妻：もっとたくさんの時間を共有したいと思いました。

●幸せを実感されるのはどんな時ですか。
　夫：帰宅したら家にいてくれること。

　妻：隣にいて、温かさに触れる時です。

●これからも変わらずにいて欲しいと思われるところは、どんなところですか。

　夫：今のままで。
　妻：誰に対しても優しいところ。

●これから結婚を希望される（されている）方に、励ましやアドバイスをお願
いします。

　夫：まずは出会いから。軽い気持ちで、友達を作るぐらいの気持ちでイベントに参加してみてください。

　妻：新しい生活は本当に色々な事があります。だからこそ、お互いが素直になれる、自然体でいられる

パートナーさんと出会える様に頑張って下さい。

この他にも、あさご交流Caféで出逢われた2組が
結婚されました。
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～朝来のまちをよくするしくみ～

平成29年度赤い羽根共同募金のご報告

今年度は、8,324,188円もの
皆さまからの温かいご協力をありがとうございました。

戸別募金 6,412,672
法人募金 1,484,439
街頭募金 124,029
学校募金 143,299
職域募金 148,665

その他の募金 11,084
募金合計 8,324,１88

●配食サービス事業 ●地域をつくる市民応援助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●地域支えあい体制づくり事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●短期宿泊訓練施設のぞみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●地域とまり木事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●福祉教育指定校事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●生活困窮者支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●広報・ホームページ活動事業

●ほっとコミュニケーション事業
　75歳以上のお一人暮らしの方への
　お誕生月お祝い

Ⓒ兵庫県共同募金会

共同募金の配分金を活用した事業の紹介

29年度実績額（ 単位：円 ）
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　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、災害共済
への加入をお勧めしています。　

《29年度加入実績》　1,761名（H30年2月26日現在）

全国各地で毎年のように、さまざまな自然災害が発生しています。朝来市社協では災害発生時、迅速
に支援活動が行えるよう事前登録者を募り、「もしもの時」の助け合いの仕組みづくりをおこなっていま
す。あなたの登録を、お待ちしています！

《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。

《お問合せ・登録》
総合支援課・各地域センターまで

ほんの一例です。誰にでもできる活動が沢山あります。
●被災家屋・公共施設内外の片付け
●支援を必要とする方のサポート
●避難所支援（物資整理、炊き出し等）
●ボランティアセンターのお手伝い
　（受付、活動者休憩所、困りごと把握、事務等）

どんなことをするの？

「 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済 」申込受付開始 

相談日：毎週水曜日　時　間：午後１時～４時

◆ ◆ 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30年8月の山東地域センターについては、日程にご
注意ください。

（平成30年4月～平成30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

４日 ２日 ６日 ４日 １日 ５日

和田山地域センター
（電話）６７2－０４４０

11日 ９日 13日 11日 ８日 12日

山東地域センター
山東老人福祉センター
（電話）６７６－５２１５

18日 16日 20日 18日 16日
㈭ 19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

25日 23日 27日 25日 22日 26日

気になる事はまず相談！
電話での相談もお受けします。

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30年4月1日～平成31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

保　険　料
※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。

1名　５00円（年間）

災害ボランティア　登録者募集中
～そんな時、あなたの力が必要です！～
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　毎年恒例の生野福祉バザーを、今年も市民の皆
様にご協力いただき、障害者複合型多機能施設の
備品整備を目的として開催いたします。
　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』
や婦人共励会・あさごふれ愛の郷かがやきのバザーもあります。皆様の
ご来場をお待ちしています！

生野福祉バザー開催のお知らせ

広報ちょっといい話 ｢にやり・ほっと｣

訪問途中に……
　小学生５人が横断歩道で立っていたので、車を停めて
渡ってもらいました。渡り終えると丁寧にお辞儀をされ
たので、こちらが恐縮してし
まいました。訪問に少し遅れ
気味でしたが、気持ちが落着
き向かうことができました。
　停車して良かったなと思い
ました。

　日ごろの業務の中で思わず笑顔がこぼれる、心がなごむ・温まった瞬間。そんな思わず「にやり」とした出
来事や「ほっと」心が温まった瞬間のいい話をご紹介します。

　和田山高校の生徒の皆さんから、折に
触れてカップケーキやおはぎなど、手作
りのおやつを頂戴します。ご利用者が食
べられたり、持って帰られる時の嬉しそ
うな表情が、
私にとって
も最高な時
です。

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29年12月１日～平成30年1月31日善意銀行だより
生野
●供養預託
●金銭預託
・二区	 小谷　省二	（亡母）
・奥銀谷	 虎城美作子	（亡夫）
・小野	 飛彈　克也	（亡父）
●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）
・匿名1件　　　　　　　	10,000円
●物品預託
・南真弓　特定非営利活動法人リョービ
	　　		社会貢献基金	生野部会	（介護用品他)

和田山
●供養預託
●金銭預託
・市場	 西川　廣彦	（亡母）
・玉置	 小野山真生	（亡父）
・玉置	 村田　高夫	（亡母）

・玉置	 清水　恒郎	（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・匿名1件（松葉杖借用礼）
●物品預託
・宮田	 足立　厚子（寝具類	）
・久世田	 古川　友明（野菜	）
・匿名1件（介護用品）

山東
●供養預託
●金銭預託
・清水町	 大西　克吉	（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・山東町仏教会　（歳末托鉢浄財　2件）
・山東町民生委員児童委員協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	（2件）

朝来
●供養預託
●金銭預託

・物部	 枚田　公一	（亡母）
・上八代	 天橋　　徹	（亡母）
・立脇	 三浦　　功	（亡母）
　　　　　　　　　　（介護用品）
・石田	 石田　博志	（亡母）
・立野	 椿野　　貢	（亡父）
・上岩津	 清原　　基	（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・立脇	 篠澤　重久
・木村医院職員一同	 （2件）
・	朝来地域自治協議会ふれあい広場「あい」
　（チャリティー募金　10～12月分【 17,148円】）	
・朝来市社会福祉協議会　理事一同
●物品預託
・朝来市老人クラブ連合会
　　　　　　朝来支部女性部	（小物）

市外
●善意の預託
●金銭預託
・但馬地域兵庫県職員一同

と　き 平成３０年３月１１日(日)
１０時から１２時

ところ 生野老人福祉センター

（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。


