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この広報誌は、共同募金の配分を受けて発行しています。

ひとりひとりのやさしさが集まって･･･

赤い羽根共同募金
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●落ち着くことが出来る部屋があれば
いいな

●サービスで入浴が出来ればいいなぁ…
●隣が中学校体育館であり、

ご利用者が音を気にされ
ないかなぁ…

生活介護では

●裏には山があり、
隣には中学校体
育館があり陽当た
りが気になるとこ
ろですが、 工 夫
出来ないかな…

陽の当たる場所で…

●生活の場としてプライバシー
の確保が必要

●男性部屋と女性部屋の区分けは必
要。もちろん、お風呂やトイレは別々
に（リビング等は共用 OK！）

●週末は料理作りなどしてワイワイでき
たらいいなぁ

● Wi-Fi 環境を整えてインターネットは
使い放題！

グループホーム

障がい者（児）複合型多機能施設

いざ、みんなの夢に向かって！
～令和2年度の完成を目指して～

　現在、夢の実現に向けて手をつなぐ育成会役員の皆様とディスカッション形式で、具体的な建物のイメージ
創りを進めています。

●従来の施設のような建物ではない方
がいいなぁ…

● 1 階に「就労・日中生活」の場とし
て就労継続 B 型、就労移行支援、そ
して生活介護事業を…2 階に「生活
の場」としてグループホームを…

建物は
ざっくばらんに

話されている内容は、
こんな感じです
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・・・こんなことをしてみたいな・・・
・・・みんなでこんなことを楽しみたいな・・・

・・・こんなことが出来るようになったらいいな・・・
などなど・・・

　そんなご利用者さん一人一人の、
いろいろな声を大切に日々活動して
います。季節折々の行事、プール、
買い物体験、調理、お出かけなど、
楽しいイベントや、ちょっと頑張って
みることを取り入れながら、日々の
生活を豊かに・・・を目指して活動
しています。

現在のご利用者は10名！

入口
（エントランス）
木のぬくもりが
いいなぁ…

グループホーム
個室と共有スペースは

こんな感じ

生活介護
入浴が出来たらなぁ

新しい施設　明るさが一番！
光が取り入れるような工夫
その１  トップライト方式
その２  吹き抜けスタイル

ふれ愛の郷　生活介護事業あ さ ご

複合型多機能施設に関するご意見など…総合支援課　☎ 079-677-2702

次号では具体的な設計図が完成し、いよいよ建設に向けた動きが始まります。ご期待ください！

こんな施設であったらなぁ…　
（あくまでイメージです　一例です）

就労継続 B 型
あたたかみのある
スペースで
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職域募金では、多くの事業所の職員の皆様にもご協力いただきました！

下記の URL や QR コードにアクセスしていただきますと、
インターネットから募金の受付を行っています。

https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/28/28225/　　　　　　　　　　　　　　  

10月には街頭募金を実施！

 インターネットからも募金が出来るようになりました。

和田山高等学校の皆さん

朝来ベースボールジュニアの皆さん

赤い羽根共同募金へのご協力

ありがとうございます！

「イオン和田山店」「フレッシュあさご」「但馬・食文化まつ
り会場」「道の駅但馬のまほろば」 にお越しの皆様にご協
力いただきました。

10 月１日から始まりました赤い羽根共同募金、地域の皆様、市内各事業所、
小・中・高等学校の皆様など、様々な形で多くの皆様にご協力いただいています。
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ご本人も、遠方で生活のご家族も安心

ご高齢者のご両親やお一人暮らしの方の
毎日の食事や生活が心配なんだけど･･･

　配食サービスのご利用者、80歳以上のお一人暮らしの
方を対象に、日常生活でのお困りごとをお聞きし、お手伝
いさせていただきます。

・ 電化製品の使い方の説明
・ 単品の重い荷物の移動
・公的文章の確認、説明
・暖房器具への灯油補給など

具体的なサービスは…

１世帯 ６，０００円／年間
（途中入会の場合は月割り）
※配食サービス利用料金は別途負担いただきます。

利用料は？

【　問い合わせ：総合支援課 ☎︎ 677-2702　】

　地域の区長さん、民生委員さんや各関係機関、
地域高齢者相談センターなどと連携を図りながら、
ご家族の日常生活をサポートします。

離れたご家族には週 1回、訪問時の様子や
お手伝いの内容等をショートメールでお伝えします。

「困りごとお
助け隊」会員募

集中！
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サマーボランティア体験教室その後…

みなさんの困りごとや心配ごとなどの相談を、窓口として身近な社協の各部署でお受けいたします。
お気軽にご相談ください！

開設から
半年

対応時間：平日　8：30～17：15／問い合わせ：総合支援課 福祉なんでも相談窓口 ☎︎677-2702

ご家族に障がいをお持ちの方がおられ
就労の相談をされる

障がい者相談支援の対応

1 人で行くのはちょっと…

ハローワーク 障がい者の就労事業所

就労事業所へ通われることに決まる

「福祉なんでも相談窓口」の現在は・・・

いろいろなケースの相談があります。
・介護保険申請に関すること
・障がい者支援に関すること

・認知症に関すること
・近隣とのトラブルなど

受付件数 23 件

一例

同行して

　この夏、市内中高生が高齢者福祉施設でご利用者と交流を深めながら、ボランティア活動に取り組
まれました。その事がきっかけとなり、活動に参加された高校生が夏休みも終わった９月下旬再び施設
を訪れ、ご利用者との交流をされました。
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今後は老人クラブの活動も取り上
げていきます。いつもと違った活
動をされる時など、撮影にも伺い
ます。ご連絡をお待ちしています。

第 83 回放送までは、ホームページでご覧ください。

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８４回放送（迫間区） 持ちつ持たれつ。参加
者さんが野菜を持って
来られ「これ食べてみ
てぇ～！」。 皆さんのや
さしい表情が印象的！老
人クラブ会長さんや民
生委員さんが集いを陰
ながらにバックアップ！
とても参考になります！！

●第８５回放送（大蔵地区）

●第８６回放送（森区） ●第８７回放送（羽渕区）

●第８８回放送（東河自治協）

●第９０回放送（東河地区）

●第９２回放送（向大道区）

●第９１回放送（内海区）

●第８９回放送（元津区）

ミニデイにふれあい
講師をお招きし、 地
域の方々をご招待！！た
くさんの参加者があ
り、 笑顔で楽しまれ
ている様子を見ること
ができます！仲間の輪
を広げるこのような取
り組み素敵ですね。

老人クラブの活動を
ご紹介！！参加者も多
く、ふれあい講師か
らヨガを教わり健康的
で精神的な安らぎの
ある時間を過ごされ
ています。 老人クラ
ブパワーすごいです！！

毎月、 公民館でふれ
あい喫茶を開催！体操
後のこの時間は笑顔が
たくさんあります。季
節野菜の料理レシピの
話題で盛り上がりまし
た。昔ながらのこの喫
茶、今ではみんなの月
1 度の楽しみです！！

毎週水曜日に開催され
ているふれあいサロン。

「 コ ーヒー は 100 円
です。地域の皆様にも
気軽に寄ってほしいで
す！」地域に愛される自
治協には次々と差し入
れが届き、そして大合
唱のサロンでした！！

今回の東河『ちょボラ』
の活動は、農家からいた
だいたじゃがいものお裾
分けです。お届けする高
齢者の喜ばれる顔を思い
浮かべながら袋詰めされ、
民生委員さんの協力でお
手元に届けられました。
素晴らしい活動です！！

サイコロ１つあると、
いつもと違ったミニ
デイができる！そん
な風に感じる映像で
す。より楽しいミニ
デイを実施したいと
思う方に、ぜひ見て
いただきたいです！！

ミニデイに脳トレ・体
操を教えていただく
ふれあい講師をお呼
びし、楽しく介護予防！
体操の後には、同じ
食事を一緒に食べて
楽しくお話し。 和気
あいあいとした雰囲
気が伝わります！！

老人クラブの躍動的
な活動を撮影。誰も
が会を楽しまれ、一
人ひとりがマイクを
持ち、主役になられ
た会でした。このよ
うな会がいつまでも
続いてほしいと願っ
ています！！
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・虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時には、た
めらわずに市町の窓口や豊岡こども家庭センターに連絡
（通告）してください。

・匿名でもかまいません。連絡者や連絡内容に関する秘
密は守られます。

・�児童虐待の通告は、守秘義務違反になりません。

● 児童虐待とは・・・？
　・身体的虐待（殴る、蹴る、投げ落とす　など）
　・性的虐待（子どもへの性的行為　など）
　・ネグレクト（閉じ込める、食事を与えない　など）
　・心理的虐待（言葉による脅し、無視　など）

● 虐待のサインを見逃さないで！
　✔不自然な傷や打撲の跡� ✔おどおどしている
　✔親を避けようとする� � ✔表情が乏しい
　✔着衣や髪の毛がいつも汚れている　　　　　など

お問い合せ　兵庫県豊岡こども家庭センター
☎ ０７９６-２２-４３１４

　共同募金会では、台風19号に伴う災害で被災された
方々の支援のため義援金を募集しています。

受付期間
令和元年10月16日（水）〜令和元年12月27日（金）

【義援金受け入れ口座】
●ゆうちょ銀行
　口座番号　００１３０－０－４２１０２０
　口座名義　中央共同募金会令和元年台風第19号
　　　　　　災害義援金

●三井住友銀行
　支店名　東京公務部
　口座番号　普通預金　０１６２５２９
　口座名義　（福）中央共同募金会　災害義援金口

●りそな銀行
　支店名　東京公務部
　口座番号　普通預金　０１２６７８１
　口座名義　（福）中央共同募金会

　または、朝来市共同募金委員会事務局（朝来市社会
福祉協議会�本部、各地域センター）でも受け付けてい
ます。　ご協力、よろしくお願いいたします。

虐待から子どもを守りましょう！
～11月は児童虐待防止推進月間です～

令 和 元 年 台 風 第 1 9 号
災 害 義 援 金 受 付 中

【相��談��日】� 平日　9：00～ 17：30
【休��館��日】� �12 月28日～ 1月4日
【費����　用】� 無料
【そ��の��他】� �福祉用具の販売は行っておりません。
� 医療・介護に関する専門職からの相談もお待ちしております。
【問い合わせ先】� 県立但馬長寿の郷　☎︎ 079�-�662�-�8456

県立但馬長寿の郷「福祉用具・住宅改修相談」のご案内

　今年もあさごふれ愛の郷かがやきXmasクッキーの注文を承ります。
　クリスマス会に、お友だちへのプレゼントにいかがでしょうか？
　お歳暮や贈答用としての箱入り詰合せも、価格設定や内容等の相談に
応じますので、ご希望がありましたらお知らせください。
　皆様からのご連絡を、お待ちしています。

連絡先　あさごふれ愛の郷かがやき　Tel・Fax 079-679-4153

あさごふれ愛の郷かがやき
Xmas クッキーのご案内

　約 700 点の杖や車いすなどの介護に関わる福祉用具を展示し、体に合った用具の紹介や使い方の説明、
体に負担の少ない介助方法の助言をリハビリの専門職が相談に応じます（平日のみ）。
　その他、介護や住宅改修に関する相談にも応じていますので、お気軽にご利用下さい。



9

季節のうつろいをパートナーと！ あさご交流Café

　兵庫県では、県内 10地域に「出会いサポートセンター」を設置し、良い出会いを求めておられる皆様
を応援しています。はばタン会員に登録すると、登録会員のプロフィールが検索でき、お互いの合意が得
られた場合は1対1のお見合いの機会が提供されます。ビッグデータを活用したシステムで、あなたに合っ
たお相手を見つけやすく、候補者選びをお手伝いします。
　平成 31年 3月末現在、県全体で795 組（但馬 26組）の成婚カップルが誕生しています。

【対　　　象】�●結婚を希望する20歳以上の独身の方
� ●パソコンかスマートフォンをお持ちで、インターネットに接続できる方

【入 会 方 法】�ひょうご出会いサポートセンターのHP（https://www.msc-hyogo.�jp/）から「仮登録」
と「初回来所予約」をした上で、但馬出会いサポートセンターへお越しください。

【登録手数料】5,000 円（登録日から1年間）※ 20歳代の方は3,000 円

【お問合せ・申込先】但馬出会いサポートセンター
� 〒667-0044 養父市八鹿町国木 594-10�但馬長寿の郷内
� TEL�079-662-7701��FAX�079-662-7703
� ※開館日時：水・土・日曜日　9：00～ 17：15（祝日・年末年始休館）

　大変、好評を頂いています婚活イベント「あさご交流 Café」。次は
下記のとおり開催いたします。
　お気軽に！ 出会いを求めておられる皆様のご参加をお待ちしています。
日 時 １２月 7 日（土）　１６：００～20：００
場 所 芒種（朝来市生野町口銀谷 600）
対 象 者 ３０歳～４９歳の独身男女（男性は朝来市在住または在勤）
募 集 人 数 男女６名ずつ
申 込 締 切 11 月 29 日（金）
参 加 費 男性 ￥3,500 ／女性 ￥2,500

会場 参加人数 カップル成立数
竹田城 城下町ホテル EN 男性８名、女性８名 ５組
和田山ホテル 男性８名、女性６名 ３組
生野高原カッセル 男性８名、女性７名 ３組

平成３０年度・令和元年度実績

　秋風が爽やかなこの日、小物
づくりや美味しいランチを食べなが
ら、会話などを通して新たな出会
いを楽しんでおられました。
　イベント終了後には複数の参加
者が会場に残られ、お話を楽しま
れる様子が見受けられました。

前回（９月29日 生野高原カッセル）の様子

女性会員大歓迎！「はばタン会員」幕集中

※社協ホームページのオーダーフォームから
お申込みください。



●供養預託
●金銭預託
・新町	 嵯峨山利郎（亡母）
・新町	 藤原　真樹（亡母）
●物品預託
・新町	 谷田　俊広（亡父初盆）
●善意の預託
●金銭預託
・円山	 足立　孝子

和田山
●供養預託
●金銭預託
・	駅前	 安積　秀信（亡母）

●善意の預託
●金銭預託
・高瀬	 佐藤　　稔（車椅子・松葉杖借用礼）
・匿名1件	 （車椅子借用礼）
●物品預託
・匿名1件	 （お米30㎏）
・匿名1件	 （お米60㎏）
・匿名1件	 （お米150㎏）
・匿名1件	 （介護用品）
・匿名1件	 （野菜）
・匿名1件	 （食品）

山東
●供養預託
●金銭預託
・和賀	 太田　義久（亡父）（介護用品）

●善意の預託
●金銭預託
・山東民生委員児童委員協議会（2件）
●物品預託
・楽音寺	 茨木　初枝（お米60㎏）
・匿名1件	 （お米30㎏）

朝来
●供養預託
●金銭預託
・物部	 和田　忠夫（亡母）
●善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
●物品預託
・愛タウン	 池本　晃市（野菜）

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。

令和元年8月1日～令和元年9月30日善意銀行だより
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（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。

場　所 電　話 10月 11月 12月
朝来市社会福祉協議会本部／朝来市朝来庁舎内 ６７７－2７02 ９日（水） 13日（水） 11日（水）

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

　朝来市結婚相談所は登録制です。登録料・会費は無料。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。相談では、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を行っています。結婚
に関して何でもご相談ください。

令和２年に成人式を迎えられる皆様へ

　着物や帯選びで迷われた時は、遠慮な
くご相談ください。あなたに似合う色や柄
のアドバイスや、コーディネートの例をご提
案いたします。意外な色が似合ったり、自
分では考えつかなかった組み合わせが見
つかったりするかもしれませんよ。

成人式まであとわずか！令和最初の成人式を、
お得で安心な社協の振袖で迎えませんか。

◎他より安いお得な価格設定！
◎�振袖をご予約された方には、もれなく
足袋をプレゼント！
◎�ぞうり、バッグなど小物のみのレンタル
も可能です。

お問合せ　朝来地域センター
　　　　　☎ 079 - 677 - 1606

素敵な振袖を予約

できたので、今から

成人式が楽しみです。

10 月からの消費税増税に伴い、利用料
の見直しをさせていただきましたので、ご
了解ください。

［�時　間�］
8：30～ 17：15（土日祝日を除く）
※�火・木曜日の10：00～ 16：00には専門の
担当者がおります。

［�場　所�］
朝来老人福祉保健センター

（朝来中学校体育館北隣り）

［�利用料�］
38,000～ 67,000円（消費税別）
※帯・襦袢・帯揚・重ね衿を含みます。

お知らせ


