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社協だよりあさ

第72回赤い羽根共同募金運動始まります。
災害ボランティア　岡山県倉敷市で活動
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第1回「 寺子屋あさご 」　8月5日（ 日 ）山東老人福祉センターにて

第2回「 寺子屋あさご 」　8月18日（ 土 ）朝来老人福祉保健センターにて
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助け合い 広がる つながる 赤い羽根

赤い羽根共同募金
　皆様からお寄せいただいた募金は主に朝来市で行われている「 支えあい活動 」

「 助けあい活動 」に活用させていただいています。ご協力よろしくお願いいたします。

　共同募金は、戦後間もない昭和22年（ 1947年 ）に、市民主体の民間互助運動として
始まりました。その後、法律（ 現在の「 社会福祉法 」）に位置づけられ、地域福祉の
推進を目的として今日まで続いています。このように共同募金は、誰もが住み慣れた
地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む
民間団体を応援する募金として、また「 じぶんの町を良くするしくみ 」として活躍し
ています。

平成29年度
朝来市内での募金額は

８,３２４,１８８円 でした。

　うち、7,662,000円が朝来市内の地域福祉活動に今年度活用されます。
　残り、662，1８８円は「 県内災害時の災害ボランティアセンター運営 」「 社会福祉施設へ
の配分 」などに活用されます。

共同募金はこのような形で皆様にお願いをしています

戸別募金 区長さんを通じて市内の各世帯にお願いする募金です。

法人募金 地域貢献活動の一環として企業や団体等にお願いする募金です。

職域募金 官公庁や事業所・施設等の職場内で行われる募金です。

学校募金 市内小・中・高等学校の児童、生徒の皆様にお願いする募金です。

街頭募金 各地域の店舗前やイベント会場等でご協力いただく募金です。
Ⓒ兵庫県共同募金会

１０月１日よりスタート！！

赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしくみ」
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配食サービス事業 ほっとコミュニケーション事業 短期宿泊訓練施設のぞみ

福祉教育活動助成事業

ボランティアグループ育成助成事業

困りごとお助け隊

生活困窮者支援事業

地域応援助成事業

とまり木サロンわだやま

広報・ホームページ事業

《 朝来市では次のような事業にあなたの募金が活かされています 》

《税制上の優遇措置があります》
　「赤い羽根共同募金」への寄付は、公益性、緊急性が高い寄付金として財務大臣が指定する「指定寄付金」とさ
れ、法人寄付の場合は寄付金の全額を損金算入することができます。（共同募金会は、指定寄付金の対象となる数
少ない団体のひとつです）
　また、個人による寄付も、所得控除または税額控除の適用を受けられます。

間違い探しクイズに挑戦 !!
クイズに答えて共同募金グッズをもらおう！

　ふたつのイラストの中に違うところが７
つあります。郵便はがきにクイズの答え、
応募者の住所、氏名、年齢を記入の上、ご
応募ください。正解者の中から抽選で５名
の方に、共同募金グッズを差し上げます。

社会福祉法人兵庫県共同募金会  朝来市共同募金委員会　　事務局 ／ 朝来市社会福祉協議会 総合支援課　☎ ６７７-２７０２

調理が困難な独居高齢者などに、見守
りを兼ね365日昼夜のお弁当を、お届
けしています。過去には、「 わあっ！救
急車！」といった場面もありました。

75歳以上のお一人暮らし高齢者の誕生月
に、メッセージカード付きの鉢花などをお
届けしています。「 この歳になっても誕
生日を祝って頂けるなんて！」と好評です。

障がいがある方の宿泊訓練施設を
運営し、食事・片付け・清掃など
の訓練を通じて自立を支援してい
ます。

市内の小中高各学校の児童・生徒を
対象とした福祉教育活動に対し助成
を行い応援しています。

生活に困窮されたＳＯＳ発信世帯
（ 者 ）に対して、緊急一時支援とし
て食糧などの支援や、その後の生活
安定に向けての支援をしています。

地域の交流拠点として、老若男女
問わず誰でも気軽に立ち寄れる交
流スペースとして運営しています。

市内で活動をされているボランティア
グループに対して助成を行い、ボラ
ンティア活動の普及・拡大を目指し
ています。

地域で先駆的に取り組まれる支えあい
活動などに対して、行政区を対象に助
成を行い、市内での支えあい、助けあ
い活動の普及・拡大を図っています。

市内での様々なボランティア活動、
地域での支えあい活動などに関する
情報を発信しています。

８0歳以上の独居の高齢者を対象とし
て、電球交換や灯油補給など、日常
生活での小さな困りごとを支援し、
離れたご家族への定期的な状況報告
などを通し在宅生活を支えています。

●締切 ／ 平成30年9月28日（ 金 ）当日消印有効
●宛先 ／ 〒679-3431　朝来市新井73-1　
　　　　　朝来市社会福祉協議会内
　　　　  朝来市共同募金委員会事務局　
※当選者の発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。
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平成30年７月
豪雨災害
ボランティア活動

　全但社会福祉協議会連絡会（ 香美町、新温泉町、
豊岡市、養父市、朝来市 ）では、ひょうごボランタ
リープラザとの協働により、この度の豪雨災害で甚
大な被害を受けた岡山県倉敷市にボランティアバス
を運行。多くの市民ボランティアの方々に参加いた
だきました。
　また、社協職員を交替（4泊5日 ）で現地に派遣
し倉敷市災害ボランティアセンターの運営にも協力
しています。

▲ボランティアセンターの様子

▲使えなくなった生活用品等が街のいたるところに…

▲ボランティアバスで出発

▲ボランティアセンターに到着

▲被災家屋の掃除作業

▲多くの方が活動▲仮設住宅も建ち始めました　
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　今回、夏休み期間中に「 学ボラ 」に申込みいただいた佐藤さん姉弟に申し込まれた

きっかけ等、お話を伺ってみました。

和田山中学校　佐藤 いろはさん（2年 ）・佐藤 和歩さん（2年 ）

●ボランティアに参加しようと思ったきっかけは？

・祖父がおくらべでお世話になっていた
ので、祖父のようなおじ

いちゃん、おばあちゃんの心の癒しに少
しでもなれたらと思っ

たからです。

・母に勧められたので参加してみました
。

●参加してみてどうでしたか？
・たくさんの人たちが笑顔になってくれ

たり、職員の方の大変さ

を知ることが出来ました。

・大変なこともあったけど、いい経験が
できました。

●今後も参加してみたいと思いますか？

・思います。

・他の施設や学校に行ってみたいです。

　熱い想いを胸に、この夏4回もおくらべで

ボランティア活動を実践! 今後、益々のご活

躍をお祈りしています。

「 学習 」で夏の思い出を
　今年度より、学習支援ボランティアや「学習」
を通しての交流を目的にスタートした「寺子屋あ
さご」。
　8月5日（山東）、8月18日（朝来）の二日
間に渡り開催しました。大雨の影響により第一
回目が延期となるハプニングもありましたが、
総勢33名の小学生が参加され、勉強、工作作
りに精を出しました！！　
　先生役となる学生のボランティアは2名と少
なめではありましたが…一般ボランティアのご
協力もあり、参加者は学習を通して交流を深め
ることができました。
　参加された学生ボランティアからは「小さい
子達が帰る時にバイバイと声をかけてくれ、とて
もいい経験ができたと思いました。」等感想をい
ただきました。
　参加者にとって夏休みの良い思い出になって
いればと願っています☆

小規模多機能施設おくらべ高齢者施設ボランティア　　

ボランティアで

みんなを笑顔に…
～ ボ ラ ン  テ ィ  ア  体 験 教  室  「  学 ボ ラ 」 ～

in 
寺子屋
あさご
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ケーブルテレビ放送　
地域おたより便 『 やっとるでぇ～』シリーズ放映中！

第26回放送までは、ホームページでご覧ください。

●第２７回放送（ 枚田区上地 ） 　参加者の誕生日を一緒
にお祝いし、ふれあい講
師を呼ばれて楽しく体操
をされました。「 枚田上
地盛り上げ隊 」の名前の
通り、とても盛り上がり
のある集いです。

●第２8回放送（ 竹田新町区 ） 　民生委員さんの琴で大
合唱！「 元気会 」として、
いきいき体操を元気にさ
れています。男性にも是
非来てもらいたいとコメ
ントされています！

●第２9回放送（ 西土田区 ） 　子どもの頃を思い出しな
がら折り紙をし、みんなで
楽しく認知症予防の体操を
されました。合間にスタッ
フ手作りのシフォンケーキ
でおやつタイム。笑顔いっ
ぱいのサロンとなりました！

●第３０回放送（ 川尻区 ） 　世代間交流や地域の
支えあい体制づくりを目
的に行われた「 わがまち
食堂 」。小さな子どもと
手を取り合って調理され
る姿が印象的です。

●第３１回放送（ 元津区 ） 　週１回のぷちサロンが
ミニデイへ！お互いに元気
かどうか確認できる場が
できたと喜ばれていま
す。 今以上に支えあい
の輪が広がることを期待
します！

●第３２回放送（ 西土田区 ） 　孤立することなく、助けあいの
精神を養うために行われた「 わが
まち食堂 」。肉じゃが、うどん、
ちらし寿司等、13品目の食事をバ
イキング形式でご提供！材料を持
ち寄り、調理場にない器具を持ち
寄られる姿はまさに助けあい！！

●第３３回放送（ 土肥区 ） 　高齢者が集まり食事会
を開催。スタッフが手作り
されたおいしい食事で自然
と笑顔に。 食後には、あ
さがおホールの職員さん
に、栄養についての講座
と体操を学ばれています。

●第３4回放送（ 栃原区 ） 「 毎週のいきいき百歳体
操をもっと楽しく！効果的
に！！この取り組みをずっと
続けていきたい 」と熱意
のあるグループです。お
まけ映像が仲の良さを物
語ります。

●第３5回放送（ 宮内区 ） 　高齢者の安心・安全を
保つために昨年度から始
まった「 ご近所・助けあ
い活動 」。家の周りの片
付けや草刈りは区内で大
人気！支援を受けた人のコ
メントも収録しています。

●第３６回放送（ 越田区 ） 　ミニデイとしてノルディ
ックウォーキングに取り
組まれています。この新
しい形のミニデイは大注
目！！汗をかいた後のサロ
ンは、気分も清々しく会
話も弾みます！

●第３７回放送（ 桑原区 ） 　ふれあい講師さんを呼
ばれて、 高齢者の集い
ぷちサロンを開催。楽し
い会話と替え歌で大盛
況！講師さんとの楽しい交
流をされています。
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　毎年ご好評いただいております福祉バザー「 愛の即売会 」。民生児童委員、福祉委員、民生協力委員
の皆様を始め、多くの方々にご協力頂きながら次の日程で行います。お誘いあわせの上、どうぞお越しくだ
さい。

５６年目の福祉バザー「愛の即売会」（お知らせ）

昨年のバザーの様子

開　催　日 開催場所 時　間
1０月２７日（土） 大蔵小学校体育館

いずれも
1２：1５～13：3０

1０月２8日（日） 竹田小学校体育館

1０月31日（水） 東河地区市民会館

11月1０日（土） 糸井小学校体育館

11月11日（日） 枚田小学校体育館

家族にかわって安心を！　「困りごとお助け隊」会員募集中

　「 困りごとお助け隊 」では、配食サービスご利用者や８０歳以上のお一人暮らしの方を対象に日常生活上
の困りごとをお聞きしてお手伝いしながら、遠く離れたご家族へショートメールを利用して、訪問時の
様子やお手伝いの内容をお伝えしています。
　また、ショートメールの送信以外にもご利用者のご家族と連絡を取りながら安心を提供しています。

～このような活動を行いました～
・市役所等からの文書の確認や説明
・電化製品の使い方の説明や付属品・消耗品の紹介
・ストーブ等の灯油補給
・ご家族への週１回の近況報告(ショートメール送信)

いつも報告
ありがとう
ございます。

今、電話しました。
元気そうで
よかったです。

…などの返信をいただき、喜ばれています。

ショートメールに対して、
ご家族からは…

総合支援課　☎０７９－６７７－２７０２問い合わせ先　
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昨年度のあさご交流Caféでカップル
になられた参加者から、「 秋に結婚し
ます 」とのご報告をいただきました。
おめでとうございます。

　社協会費につきまして、市民の皆様や企業・団体の皆様より多くのご協力をいただき、誠にありがとう
ございます。皆様からいただきました会費は、社会福祉協議会が進める「 地域福祉活動 」に充当させて
いただきます。

7月24日におこなった、危険予知訓練の様子

一般会費（1戸　1,200円 ） 9047.7口 １0，857，300円

特別会費（1口　5,000円 ） 　36１.2口 　１，806，000円

賛助会費（1口　3,000円 ） 　292.3口 　　877，000円

（ 平成30年8月29日現在 ）

独身男女の出会いの場

　本会では、ご利用者と職員の安全衛生と、職員の危険に対する「気づきの感性」を高めるために、感染予防研修や危
険予知訓練などに取り組んでいます。
　感染予防研修では、手指消毒など感染予防の基本となる標準予防策や、嘔吐物処理の実習、食中毒に関する学習な
どを定期的に実施しています。
　また危険予知訓練では、イラストを用いて介護現場のなかに潜む危険要因とそれが引き起こす現象を、小集団で話し
合い、考えあい、認識しあい、危険のポイントを確認して全体発表の場で共有しています。実際の事故事例の確認で
は、その事故の与える影響を考えさせられました。　
　今後は、同様の訓練を各所属にて行い、職員全員があらゆる危険を想定した行動がとれるように努めて参ります。

ご利用者と職員の安全衛生を確保するために！

寒い季節に暖かい出会いをしてみませんか！？
日　　時：平成30年１2月2日（ 日 ）
場　　所：竹田城　城下町　ホテルEN
申込方法：本会ホームページの

　　　　オーダーフォームより

あさご交流Cafe

※社協会費にご協力いただきました企業・団体の皆様の一覧を本会ホームページ
　(http://www.asagoshakyo.jp)に掲載しております。

社協会費へのご協力
 ありがとうございます。

※募集定員等詳しくは、決まり次第ホームペー
ジ、チラシ、広報82号（11月号）にてお知ら
せいたします。

開催のお知らせ！

うれしい
報告が！
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●供養預託
●金銭預託
・黒川	 足立　弘子　（亡夫）
・円山	 足立五十三　（亡母）
●善意の預託
●物品預託
・株式会社	タクミナ　　　	（食料品）

●供養預託
●金銭預託
・竹ノ内　　	小北　紀子　	（亡夫）
・	高田　　　　小谷　朱己　		（亡母）
・	枚田　　　　小西　浩司　	（亡父）
・	玉置　　　　北垣　隆介　	（亡父）
・	竹田新町　		足立　壽雄　	（亡妻）
・匿名１件　　　　　　　		（亡夫）

●善意の預託
●物品預託
・玉置　　　	玉置老人クラブ		（竹ぼうき、雑巾）
・匿名１件　　　　　　　	（野菜）

●供養預託
●金銭預託
・末歳　　	　松本　京子　（亡父）
●善意の預託
●金銭預託
・滝田　　　	田路　　宏
・梁瀬地域自治協議会
　	（山東ほたる祭りチャリティバザー収益金の一部			
　			金額【 ５,０００円】）
・山東民生委員児童委員協議会　	（2件）
●善意の預託
●物品預託
・早田	 小林　芳子	 （車椅子１台）

●供養預託
●金銭預託
・澤　　	　　尾﨑　幸治　（亡父）
・山口　　	　金田　正夫　（亡妻）
・八代　　	　野村　五男　（亡子）
・元津　　	　嵯峨山　正　（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・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3～5月分　金額【 11,481円 】	）	
・木村医院職員一同　　　		（2件）

●善意の預託
●物品預託
・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
　ＭＳ&ＡＤゆにぞんスマイルクラブ（車椅子１台）

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30年6月1日～平成30年7月31日善意銀行だより

　7月２3日（月）、和田山の玉置老人クラブ様より本
会へ、「竹ぼうき」1０本を寄贈いただきました。今年
のうだるような暑さの中、会員の皆様が一本一本丁寧
に手づくりしていた
だいたそうです。あ
りがとうございまし
た！庁舎周辺の掃除
などに、大切に使わ
せていただきます。
　同クラブでは、全
部で33本作られ、他
に障がい者施設等に
も届けられました。

◆◆結婚相談◆◆
●相談日：毎月第2水曜日　　●時　間：午後１時3０分～3時

　朝来市結婚相談所は登録制です。登録料・会費はいただきません。結婚を真剣に考えていらっしゃる
方に担当相談員がサポートします。お見合いのセッティングやご紹介、婚活イベントなどの情報提供な
ど結婚に関して何でも相談ください。

地域センター名／場　所 電　話 9月 10月 11月
　生野地域センター／生野老人福祉センター ６７9－3０５3 5日（水）	 3日（水）　 7日（水）　
　和田山地域センター／あさごふれ愛の郷	のぞみ ６７２－０44０ １2日（水） １0日（水）　１4日（水）
　山東地域センター／山東老人福祉センター	 ６７６－５２1５ １9日（水） １7日（水） 2１日（水）
　朝来地域センター／朝来老人福祉保健センター ６７７－1６０６ 26日（水） 24日（水） 28日（水）

地域センター名／場　所 電　話 9月 10月 11月
朝来市社会福祉協議会本部／朝来市朝来庁舎 ６７７－２７０２ １2日（水） １0日（水） １4日（水）

山東

和田山

朝来生野

●時　間：午後１時～4時
◆◆心配ごと相談◆◆　

お届けいただきました
林会長さん（ 左 ）、坂元会計さん（ 右 ）

（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。

手作り竹ぼうきを
いただきました

地域ミニデイサービス指導者派遣事業
新規登録「ふれあい講師」のご紹介

中島むつみ 氏　
活動内容：生活習慣病予防の
　　　　　ための食生活に
　　　　　関するお話など
　　　　　（管理栄養士）

兵庫県社会福祉事業団　立雲の郷 とらふす道場
代 表 者：藤原康之	氏
活動内容：
脳トレ、アイスブレイ
ク（場の緊張を解きほ
ぐすレクリエーショ
ン）、介護予防、　ロ
コトレ（下肢筋力アッ
プ）、ストレッチ、リ
ズム体操

ありがとう
ございました！

市外
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【サービスの内容】 
〇身体介護サービス  食事・入浴・トイレの介助・おむつ交換 など 
〇生活援助サービス  食事の準備や調理（お手伝い） 

            日常生活程度の掃除、洗濯（お手伝い） 
            生活必需品の買い物 
            薬の受け取り など 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いきいき介護センター 訪問介護事業所 

訪問介護サービス 
介護保険証・障がい者手帳をお持ちの方は、 

ご利用が可能です。 

朝来市新井 73番地 1 
お気軽にお問合せください。 
☎（079）677-2703 

朝来市社会福祉協議会の資格を持ったヘルパーが訪問し、 
真心を込めてお手伝いいたします。 

【介護保険制度外サービス】 
当介護保険事業所と契約されている 
方を対象に『あさまる支援事業』を 
行っています。 

見守りや散歩、安否確認など 通院時の付き添いや院内での 
介助、処方箋の提出など 
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