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社協だよりあさご
検索朝来市社協

〜 社協の助成事業のお知らせ 〜
新しい助成事業が始まります。

「あさご生きがいプロジェクト」
始動に向けて準備中！    

「とまり木サロンわだやま」での楽しいひととき　

この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。
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あさご生きがいプロジェクト
〜始動に向けて準備を進めていきます！〜

　勤労世代の減少化や働き方改革・趣味の多様化など時代が変化する中、地域では福祉に関するボランティア活動や市民活
動をされる方が減少傾向にあり、その活動範囲も狭くなっていることを実感しています。
　また、高齢化が進む中、福祉人材の確保は全国的な課題であり、市内においても同様に重要な課題として認識しています。
　このような状況下、朝来市社協ではさらなる福祉人材の担い手を掘り起こし、ボランティア活動や地域活動、また職業と
しての福祉人材の確保なども視野にいれながら「あさご生きがいプロジェクト」としてその活動が活性化していく取り組み
を進めていきます。今回はその取り組みの土台となる部分をお知らせいたします。

　心の充足や生きがいは、「人の役に立ちたい」「褒められたい」「誰
かと繋がりたい」など、自分の存在意義が認められる中で実感し
ていきます。地域において、それを感じる場のひとつとしてのボ
ランティア活動であり、地域活動の場でもあります。

誰かの役に立ちたい
感謝されたい　褒められたい
認められたい

❶ 生涯現役の社会づくり
��地域で人が人として暮らしていくときに必要な心の充足や生きがいは、互助や助けあい活動を通じて
こそ生まれます。社協はそのような活動の場の創造や提供を通じて、生涯現役の社会づくりを目指し
ます。

❷ ボランティア人材の発掘
�ボランティア市民活動センターに登録されているグループに対し、さらに個人での登録や活動を呼び
かけ、もっと活動できる方を募り、量的拡大を図ります。

❸ 他法人との連携・情報交換
�市内の社会福祉法人と情報共有・連携を図り、有償・無償に関わらず、ボランティア等地域スタッフ
の活動の場を広げます。さらに、その情報共有や連携の場がゆくゆくは「社会福祉法人連絡協議会（仮
称）」に発展していくことを目指します。

・・・・・・・・・取り組みのポイント・・・・・・・・・

市町単位で社会福祉法人による連絡協議の
場。協働のネットワークで地域の生活・福
祉課題にアプローチをしていく組織であ
り、兵庫県内で少しずつ増えています。

メニューが増え、
選択の幅が広がる

人材確保が難しい時代…

この場を継続することで…

社会福祉法人連絡協議会
ほっとかへんネット「あさご」

将棋の対戦相
手のボラン

ティアさんい
ないですか？

庭の草刈りを
有償でお願い

できれば
地域のニーズも
組み込んでいく
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①  朝来市ボランティア市民活動センターに登録されているグループには、さら
に個人でのボランティア登録を呼びかけます。団体のような制約がなく、気
軽に活動しやすい個人のボランティア活動を重点的にサポートします。

　（ 現在、団体数 182 団体、団体登録者延べ 2,538 人ですが、個人登録者は 53
人に留まっています。）

②  ボランティア活動の情報を集約した冊子を作製し、市内の全戸に配布します。
また、この冊子作製は毎年継続して行います。

③   初めての方でも気軽にボランティア活動に参加しやすくなるよう、市内各地
で「ボランティア入門講座」を随時開催します。

④  市内の社会福祉法人等と連携の場を設定し、ボランティア人材の情報の集約を図ります。また、ある程度システム化さ
れたボランティアのマッチング（調整）機能の流れを作り、円滑にボランティア活動へ入っていただけるよう準備して
いきます。

⑤  有償ボランティアの概念を積極的に取り入れ、専門性（※）のあるボランティア活動には謝礼としてある程度の収入が
入る仕組み作りを行います。

　 （ ※ここでいう専門性とは、例えば福祉施設や事業所などで介護や面談等の技術、車の運転、個人情報保護などを伴う仕
事であり、業務の一端を担うような活動を指すイメージです。ボランティアの依頼主である施設や事業所でその活動内
容は異なります。）

※有償ボランティアとは謝礼的な金銭や、活動経費としての一定額の支給を受けるボランティアのことをいいます。

少しの時間で
ボランティア

お金ももらえて
充実

このプロジェクトは高齢者の方、勤労世代の方、子育て中で少し時間のある方、学生さん、趣味や特
技を生かしたい方など幅広く、多くの方に参画いただけるようイメージした取り組みになります。今
後、随時情報を発信していく予定です。

・・・・・・・・実現に向けての具体的な活動・・・・・・・・

❹ ボランティアの一部有償化
“�有償ボランティア（※）”の概念を取り入れ、ケースによっては特技や技能を生かしてある程度の収入
を得ることができる仕組みを作ります。そして、施設や地域などでのボランティア活動のカタチが新
たに広がり、活性化することを期待します。

忙しいけど、短時間でお金も少し
入るボランティア・就労があれば 年金までまだ○年あるけど何かお金

もらえて社会の役に立てへんかな？

地域にも優しさの輪が広がり、三方良しの取り組みに発展します

有償ボランティア（支え合いサポーター）の仕組みができれば

過去の入門講座の様子

気兼ねなく頼め
るし、ボランティア
さんは前向きだし

嬉しいわ
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障がい者（児）複合型
多機能施設建設に向けて

法人理事会事業部会で運営に関する協議・検討を引き続き進めています。
今回は新規事業「就労移行支援事業」「短期入所」、既存事業の「就労継続支援Ｂ型」「生活介護」について、

一定の方向性が見い出せました。

就労移行

就労継続支援
Ｂ型

生活介護

短期入所

訓練が目的で工賃が
無いように聞いたが
1時間単位の工賃を
考えてはどうか？

ご利用者の安心・安全を
考えて夜間に介護も出
来る職員を配置してはど
うか？安心・安全を第一に障

がいの程度や生活状
況を把握してから、ご
利用いただくようにし
ては？

社会参加のしづらい方
等が、ご利用いただけ
るよう積極的にお声が
けしてはどうか？

支援学校など卒業する
と進路が限られてくる
が選択肢が増えること
は良いことだと思う。

重度の方を受け入れる
と職員の配置数も変
わってくるのか？

土日の利用については、平日の
ように日中活動が無いのでど
のように過ごしていただくか？

現在実施している就
労継続支援Ｂ型と就
労移行は何が違うん
だろうか？　

障がい者手帳をお持ちでない方
でもサービスを利用する方法と
して、医療機関へ受診、医師の
診断を受け受給者証を取得でき
るケースもあるようだ。

施設外作業でホテルの清掃作
業をきっかけに従業員の方が
その姿を見られ、お声掛けいた
だき見事就職されたケースも
ありました！

一般企業へ就職され
た方がこれまで5名お
られるが、どういった
経緯で、どなたが橋渡
しされたか？

募集チラシを作成し
民生委員や社協委員
などに積極的に案内
していこう！

地域に出向いた社協
職員が積極的に利用
に向けお声掛けして
いこう！

ご利用者の障害支援区分により
配置職員を増やさないといけません
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共同生活援助（グループホーム）の世話人の方を募集します！
興味のある方、まずはお気軽にご連絡ください。

仕事内容 ： グループホーム入所者の日常生活のお世話、食事の準備、掃除など
【お問い合わせ先】 あさごふれ愛の郷…担当 谷井 ☎079-677-1613

あさごふれ愛の郷 とまり木サロンわだやま編

とまり木サロンわだやまでは毎月、色々な方にお世話をいただき楽しい時間を過ごしています。
是非、とまり木サロンわだやまにお立ち寄りいただき、楽しいひとときを一緒に過ごしませんか？
スタッフみんなで、お待ちしています。

あさごふれ愛の郷かがやきのご利用者さんも頑張ってい
ます。
皆さんからの一言です。

第１火曜日�PM�…… ハンドマッサージ
第２火曜日�PM�…… 歌声ひろば
第４火曜日�PM�…… オカリナ演奏
第３水曜日�PM�…… 折り紙教室
毎週木曜日�AM�…… 朝市　　　
※ ボランティアグループ様のご都合で、日程が変更に

なることがあります

オカリナの音色、まだ聞いたことの
ない人は是非聞きにきてくださいね。
楽しいよ。待っています。　 なおみ

私はとまり木で頑張っています。とま
り木で笑ったりおしゃべりをしたり、み
なさん来てくださいね。待っています。

さおり

毎週月曜日と水曜日はモーニングの日
です。美味しいよ。待っています♡

           あいこ

新しい施設では、ご利用いただく方や一緒に働いていただける方を募集します！

障がいのある方に優しく接していただける方！

いよいよ建設工事が始まります！
業者決定後（3 月末予定）、速やかに工事を進めて参ります！

≪建設工事に伴い≫
近隣の皆様や朝来老人福祉保健センターをご利用の皆様へは、大変ご不便、

ご迷惑をお掛けしますが、ご協力よろしくお願いいたします。

複合型多機能施設建設に
関する問合わせ

総合支援課
☎ 079-677-2702

事業名 　
　
　
こ
れ
か
ら

新施設での利用定員は

生活介護 15名 新たに6名の方が利用可能です

就労継続B型 45名 新たに8名の方が利用可能です　

就労移行 6名 新規事業として6名の方が利用できます

共同生活援助（グループホーム） 5名 新規事業として5名の方が利用できます

短期入所 5名 新規事業として1日5名の方が利用できます

■ご利用いただく方へ

【ご利用に関する問い合わせ先】
あさごふれ愛の郷…担当 谷井 ☎079-677-1613　　総合支援課…担当 山中・清水・梶 ☎079-677-2702

➡
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〜社協の助成事業のお知らせ〜
社協には、ボランティア活動や、地域活動を応援するいろいろな助成があります。

助成金を利用して、グループ活動を充実させてみませんか？

ボランティアグループ育成助成事業

地域応援助成事業

● 地域ミニデイグループ

● ぷちサロン活動応援助成

● わがまち食堂応援助成

● NEW わがまち食堂応援助成

● 一般ボランティアグループ

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。

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。

ぷちサロン活動を実施するグループで、参加する地域住民が 5 名以上であり、そのうち 65 歳
以上の地域住民が半数以上を占めているグループを対象に、1 回あたり 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。

助 成 額：食堂事業 1 回につき、20,000 円　※参加者は区の世帯数の半分以上とする。

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、助け合いづくりを　　　　　

推進していくことを目的とします。

上記の内容に加えて、福祉マップを作成し区内の支え合い、助け合いづくり
を推進します。

（作成時、民生委員・協力委員の参加は必須とする。）
・食堂事業助成 20,000 円 + 福祉マップ作成に 5,000 円（1 回限り）

① 24回以上� 60,000 円を上限
② 13〜 23回� 40,000 円を上限
③ 4〜 12回� 30,000 円を上限

に助成します。

① 12回以上� 30,000 円を上限
② 8〜 11回� 20,000 円を上限
③ 4〜�7 回� 10,000 円を上限�����に助成します。

※ 助成を開始して５年を経過したグループについては、育成
期間を終了したとして、助成から外れます。

助成額 ： 支出額の半額（上限 15,000 円）
対　象 ： ミニデイグループ
内　容 ：  地域ミニデイの一環として、買い物を中心とした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、地域ミニデイの継続的な活動を支援することを目的とします。

● ミニデイおでかけ助成

地域ミニデイ
年間で計画を立てて、地
域住民が気軽に集える場
所で仲間づくりや出会い
の場づくりのための活動。

ぷちサロン
年間定期・不定期を問わ
ずに、地域住民が気軽に
集える場所で仲間づくり
や出会いの場づくりのた
めの活動。

新しい助成ができました！
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これまでのボランティアグループやミニデイ・ぷちサロンの代表者さんが集われた意見交換会では、「私達のしていること（ミニデイ等）
を区にもっと認めてほしい」、「解決できない（福祉問題）ことがあっても話し合うことが大事」等の意見がありました。
このような意見をもとに、朝来市社協では令和 2 年度より、新たに「あさご SI（包摂）助成事業」を設けることとなりました。
この助成事業は、区民の一人の不幸も見逃さずに、誰もが安心して暮らせる地域をつくることを目的とし、区全体で『福祉』に取
り組む事業となっています。
市内の区であれば、いずれもご申請いただけます。この機会に区内の『福祉』を高める為に、是非活用されてみてはいかがでしょうか？

※SI（social inclusion略）…社会的包摂。社会的に弱い立場にある人々をも含めて、
孤独・孤立から援護し、地域社会の一員として取り込み、支え合う考え方のこと。

民生委員
協力委員
部　　員

【参　考】
区　　長
民生委員（必須）
協力委員（必須）
部　　員（必須）
部　　員

区組織

（福祉）部会発足！！

福祉マップの作成

あさごSI （包摂）助成事業※参加者の声から

生まれた助成事業 !!

新しい

取り組みの内容

第98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９９回放送（口田路区）ミニデイのボール遊
びと合唱は大盛況！！
脳元気若返り体操も
体験し、思うように
動かない自分に苦笑
い。新しいことを取
り入れて充実した一
日を過ごされていま
す。

●１００回放送（振り返りと今年の抱負）

●第１０１回放送（小田和区） ●第１０２回放送（野村区）

やっとるでぇ～ 100 回
記念の番外編。 振り返
ると色々なことありまし
た。 社協職員を快く受
け入れて下さりとても感
謝しております。これか
らもより身近な情報を発
信し、地域に愛される番
組をつくっていきます！！

公民館の壱岐の大
凧が見守る中、タオ
ルを使った草津節体
操は必見。息の合っ
た動きに思わず拍手
を送りたい気持ちに
なります！「継続は力
なり」その成果をご
覧いただけます。

脳若返り体操に挑
戦！行動と異なること
で頭を使い、間違え
るまでされているこ
とのハードルを上げ
ていきます。笑い声
も徐々に大きくなり、
公民館は笑い一色
に！

第 100 回記念放送として、番外編「振り返りと今年の抱負編」をお送りいたしました。
今では、地域に出ると「あの回、見たよ！面白かったで！」と声をかけて下さることもあります。
また、神戸新聞でも紹介していただきました。
100 回を迎えることができたのも、地域の方の協力があってのことと深く感謝しています。
今後もこの番組を続けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

副区長　区長　会計

（福祉）部会発足に伴い、
区の規約を改正し複写
を社協に提出。
福祉マップを作成。
 年額 30,000 円

※既存で同じような福祉的な部会が
存在する場合、福祉マップの作成の
みで 5,000 円を助成。

条　件

助成額既存
〇〇部会

既存
〇〇部会

既存
〇〇部会

既存
〇〇部会

必ず同席

※助成についての詳細や、申請についてわからない事など、お気軽にお問合せください！
【問合せ先】朝来市社会福祉協議会　総合支援課　☎ 677-2702
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今年度も、皆さまからの温かいご協力
で、たくさんの募金が集まりました！

● 戸別募金 ……………… 6,261,572 円
● 法人募金 ……………… 1,481,100 円
● 職域募金 ………………… 124,325 円
● 学校募金 ………………… 141,244 円
● 街頭募金 ………………… 128,600 円
● その他の募金 …………… 166,238 円

ほっと
コミュニケーション

事業

困りごとお助け隊
事業

短期宿泊訓練施設
のぞみ

生活困窮者支援
事業

福祉教育助成
事業

広報・ホームページ
事業

令
和
元
年
度
赤い羽根共同募金のご報告

皆さまからいただいた募金は、朝来市でのさまざまな福祉事業に使われます

● 配食サービス事業 ● ● 地域応援助成事業〜交流会の様子〜 ● ● とまり木サロンわだやま ●

調理が出来ない、買い物が困難、外出す
る機会が少ない、70歳以上の高齢者世
帯の方を対象に、見守りも兼ねて、昼食
や夕食をお届けしています。

地域での身近な集まりぷちサロンや、わ
がまち食堂などの開催へ助成を行い、
地域交流の場を応援しています。　

誰でも気軽に立ち寄っていただける「地域
のいこいの場」、あさごふれ愛の郷ご利用
者の「就労の場」として運営しています。
●場所：和田山町東谷（中島ビル１Ｆ）
※月・水曜日はモーニングセットの提供もしています。

それ以外にも

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

令和元年度募金実績

ご協力いただき
ありがとうございました。
　　　　　　　

※ 法人募金にご協力いただいた事業所等のご芳名を別
紙折込みにてご紹介させていただいております。

8,303,079円
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◇その他にも共済・保険の加入受付をおこなっています。
　・兵庫県ボランティア・天災危険補償プラン
　　…活動中の天災によるケガも補償(掛け金：1名につき600円)

　・兵庫県ボランティア活動等行事用保険
　　…１日だけの行事や宿泊を伴う行事を対象とした保険
　　　(掛け金：１名につき５０円～　※活動内容や宿泊日数により異なります。)

　大阪市に本部がある、
関西遊技機商業協同組
合様より兵庫県社協を
通じ、車椅子2台を寄贈
していただきました。
　早速、小規模多機能
施設ひばりと小規模多
機能施設おくらべに配備
しました。ご利用者も安
心して移動できると大変
喜んでおられます。あり
がとうございました。

　毎年のように地震・水害等による自然災害が発生し、
多くの方が被害に遭われています。
　もしもの時に備え、迅速に支援活動が行えるよう事
前登録者を募集しています。

災害ボランティアはこのよう
な事を行います（一例）
・被災家屋の片づけ・清掃
・  避難所支援（物資整理・炊き

出し等）
・ 災害ボランティアセンターお

手伝い（受付・事務等）

　昨年３月に開催した婚活イベント『あさご交流Café』で出会われたAさんとBさん
が、この度ご結婚されました。
　お二人は、親に自分が婚活をしている姿を見せたいという事もあり、たまたまお時間
が合った「あさご交流Café」に参加されました。当初、本当に自分が結婚するとは思

わなかったとの事ですが、お互い良きパートナーと
出会われた事で、愛を育まれ結婚に至られました。
　婚姻届を提出された記念すべき日に、お話をお
伺いすることが出来ました。どうぞ末永くお幸せに！！
　「あさご交流Café」は今年も開催予定です。婚
活中の皆さん、お気軽にご参加下さい。

問い合わせ・登録については
総合支援課・各地域センターまで

お申込み・お問合せは
各地域センターまたは総合支援課まで

2020年度 兵庫県ボランティア・市民活動災害共済
申込み受付を開始します！

～関西遊技機商業協同組合様～
ありがとうございました!!

車椅子を2台も！災害ボランティア
登録者募集中

―あなたの力が必要です―

あさご交流caféから結婚へ！

皆様に安心してボランティア活動を行っていただくため、災害共済への加入をお勧めしています。
加 入 対 象 者 ボランティア活動をされる団体・個人
保　 険　 料 1 名につき 500 円

（ボランティア市民活動センターにボランティア登録をされている方は、社協が 200 円負担します。）
補 償 内 容 活動中のボランティア本人のケガ、第三者の身体・財産への損害にも対応。
補 償 期 間 2020 年 4 月 1 日～ 2021 年 3 月 31 日

※  4 月 1 日以降に申込みの場合は、手続き翌日からの加入となります。4 月１日からの加入を希望される
場合は３月３１日までにお申し込みください。

お二人からのメッセージ
・�新しい世界を見る事で、プラスになる
事もあります。
・�何か思い出になる事が起こるかも知
れませんし、重く考えずに気軽に参加
されてはどうでしょうか。
・�カフェ終了後に同性の参加者と楽しく
情報交換出来た事も楽しかったです。

災害ボランティアで被災地の家屋を掃除中に、
突然、物が落ちてきました。そのはずみで窓ガラ
スが割れてしまいました。こんな時も共済で補償
されありがたかったです。

安心
安全

こんなケースがありました
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 ご ●供養預託

●金銭預託
・上生野	 青石　　一（亡母）
・栃原	 山野多喜子（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【 10,000円 】）
●物品預託
・黒川	 匿名1件	 	 （野菜）

和田山
●供養預託
●金銭預託
・	市御堂	 福富　宏三（亡母）

●善意の預託
●金銭預託
・ワイワイ５（WA・HA・HA）（【 24,320円 】）
・糸井・大蔵仏教会
・林垣	 隨泉寺詠和会（寒行浄財）
●物品預託
・枚田	 日原　　栄（もち米30㎏）
・久世田	 古川　友明（野菜）

山東
●善意の預託
●金銭預託
・山東町仏教会（2件）　　　　
・山東民生委員児童委員協議会（2件）

朝来
●供養預託
●金銭預託

・立野	 山本　　勝（亡妻）
●善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
・匿名1件
●物品預託
・匿名3件	 	 （介護用品）

●善意の預託
●金銭預託
・但馬地域	兵庫県職員一同
●物品預託
・たじまJA女性会	 （タオル56枚）

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12月1日～令和2年1月31日善意銀行だより
生野

（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 3月 4月 5月
朝来市社会福祉協議会本部／朝来市朝来庁舎内 6７７－2７02 11日（水） 8日（水） 13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。

新規登録「 ふれあい講師 」のご紹介

田中 和幸 氏

奥藤 浩二 氏

尾崎施術院

マジック歴20年、バル
ーンアート歴10年
会場を盛り上げます！

体脂肪、筋肉量、血流
などの健康チェック。
食事、運動、生活習慣
などの健康情報を提供。

姿勢、血液循環、神経
伝達の向上や身体維持
に必要な栄養の説明、
体験施術など。

活動内容

活動内容

活動内容

代表者 
尾崎	矢真門	氏

ぜひ気軽にお声がけ下さい！

生野福祉バザー
中止（延期）のお知らせ

　３月１５日（日）開催を予定しておりました「生野福祉

バザー」につきまして、市内の新型コロナウィルス感染症

拡大防止の対応を踏まえ、当日の開催を中止（延期）する

ことといたしました。

　ご来場いただく予定でおられた皆様には大変申し訳ご

ざいません。何卒ご理解いただきますようお願いいたしま

す。

　なお、現在、地域の方々から提供いただいております

品々で、後日あらためて開催する予定としております。（開

催日は未定）

市外


