
検索朝来市社協

誰もが安心して暮らせるまちづくりをめざして vol.71 2017.1

■ 『この半年間であなたが一番うれしかったことを教えて下さい』
■ 『人の幸せって何だろう』

この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。

夢
に
向
っ
て
ジ
ャ
ン
プ
!

和田山高校生徒会の皆さん



人 人×

幸
HAPPY！

新年あけましておめでとうございます
誰もが幸せな一年でありますことを

お祈りいたします

『この半年間であなたが
一番うれしかったことを教えて下さい』

『幸せ』の　　が拡がり輪
今年一年皆さんが　　せになりますように幸

幸
HAPPY！
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◎特集／『人の幸せって何だろう』

　　　「地域の方にお世話になったんはほん
ま、ありがたい。社協の人にもほんま世話になっ
た。ほんまに人に感謝やわぁ。そやけど本音は
恥ずかしい、こんな自分が情けない…こんな生
活しとん自分だけとちゃうやろうか」と何度も自
責の念に駆られるＡさん。

と最後に仰ったＡさん。
そんな日が必ず来ます。Ａさんが｢幸せを感じられる日｣…地域も社協もみんなが応援しています！
ぜひ、頑張って下さい！

　　一呼吸置き……
「人並みやけど母親を城崎や湯村の温泉へいっぺんでも
連れてってやりたいな…あっ、そうそう昔したことがある
けど、声がかかったらボランティアなんかもして人の役に
立ちたいわ…今は難しいけど」

Aさんの
本音…

Aさんの
幸せ
って…

｢それでもやっぱり恥ずかしいなぁ…｣

「幸せって言われても実感ないわ」と言われながら

孤立社会・無縁社会と呼ばれる時代孤立社会・無縁社会と呼ばれる時代
　  と　  が支え合う。日々の生活にたとえ余裕がなくても何とかやってい
ける。そんな希望がある。しかし、　   のつながりが薄れた今、生活の困窮
は孤立を生み、あきらめをもたらす…世間ではそんな事件が後を絶たない。
そんな時代だからこそ…。

人 人
人

地域や関係機関など多くの協働を通して「孤立」
を見逃さない。「孤立」を越えれば「希望」も
生まれる。そんな取り組みを一歩ずつ進めたい
…一歩ずつ…　
明日の市民の皆さんの「幸せのために」

人 と地域と明日をつなげる総合相談を目指して！と地域と明日をつなげる総合相談を目指して！

×　  ＝希望○人 ○人
支え×支えられ＝つながり

　寒い時、暖かい部屋に入った瞬間に「あぁ幸せ～」と思われたことはないでしょうか？
大好物の食べ物を食べた時、思わず「幸せだなぁ」と思う瞬間ってありませんか？
　今号では生活に困り、そのようなささやかな｢幸せ｣を感じることがむずかしくなってきた
現実に迫ってみました。

『人はどんな時に幸せって感じるのだろうか？』
●愛されること  ●褒められること
●人の役に立つこと  ●そして人に必要とされること

　これまでごく普通の生活を送られてきた。
　しかし、奥さんの多額の借金、離婚、失業、そして母親の介護、さらに膨らむ借金、住宅ローン…。
兄弟も借金苦。親戚ともどんどん疎遠に、歯車が少しずつ狂ってきていた。
　地域にＳＯＳを送った。

　「ついに電気が止められた。いっぱいいっぱいだった。人に知られ
るのが恥ずかしかったけど、人に頼らなどうしようもなかった。」と
述懐されるＡさん。

　ＳＯＳを求められた地域の方
「何とかせなあかん」と市や社協に相談
「地域で出来ることは地域でするから市や社協も応援してほしい」
と仰る。

　地域からは食糧等の支援、社協からも食糧、日用品やカセットコンロ、ガスボンベ
などを提供。その後、Ａさんは就職され、お母さんの介護をされながら、今、少しず
つ生活を立て直されている。

　明日の食事も十分に摂れない生活を送られた時期もありながら、地域の方や福祉の関
係機関の支援を受ける中で明日への希望を持ちながら生活を送られているＡさん（50代）
にあの時、そして今を伺った。

あの時を振り返り

支える人～地域の人～

その
結果…

地域への
SOS

「情けないわぁ…こんな生活自分だけやろなぁ」
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お知らせ あさご交流Cafe第４回

その他　①男性は朝来市在住・在勤のこと
　　　　　（＊初めて参加される方を優先します）
　　　　②申し込みは社協HPのオーダーフォームから
　　　　③参加者とその紹介者に素敵なプレゼントがあります！

　９月１日に開講した今年度の介護員養成研修は、講義・演習を終え全員が実技・筆記テスト
に合格し修了されました。

検索朝来市社協

［問い合せ］総合支援課
　　　　  TEL:079-676-5213 

日　　時：平成29年2月12日(日)　10：00～
場　　所：Mr.Masa　COFFEE
　　　　　(朝来市山東町矢名瀬町917―１)
募集定員：男性10名・女性10名（ ３0歳以上５0歳未満）
参　加　費：男性2,000円・女性1,000円(税込)
申込期間：平成29年1月4日(水) ～2月6日(月)
（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）

恋活イベント

〇応援しています「あさご交流Ｃａｆé」協力店に聞きました！

〇朝来市担当課長に聞く

第1回 第2回 第3回
第4回

気軽な気持ちで参加
してみてください。

初回でしたが、和やかにゆった
りと会話を楽しんでいただけた
かなと思います。気軽にご参加
いただける雰囲気の会場が多い
と思いますので、なかなか一歩
を踏み出せない方も是非一度足
をお運びください。

最初は緊張されていました
が、いい雰囲気のカップルも
出てきて、良い結果になった
らと思いました。

以上、あさまるくんが
お伝えしました。

あさご交流Caf′eを開催しても
らうのはウチとしてもうれし
いです。美味しいコーヒーを
用意してお待ちしています。

T’s room╱谷垣さん

あさまるレポート

カッセルの皆さん アルジャン╱太幸さん Mr.Masa COFFEE╱安達さん

まちを維持していくためには、「若い男女が出会う機会」をつくることも大事な取り組
みの一つで、朝来市ではこうした取り組みをサポートしています。地域や家庭が「自分
ごと」として捉えて頂き、企業なども一緒になって雰囲気を盛り上げていく活動へ拡
がっていくことを期待しています。

朝来市市長公室あさご暮らし応援課長　宮崎隆史さん

７名の修了！ 介護員養成研修

開講式。さあ！ きょうからスタート
「みなさん　少し緊張ぎみ…」

車いす演習の様子
「意外と大変そうだねぇ」　

衣服着脱演習の様子 
「人に着せるのは結構難しそう」

《 受講生のアンケートより 》
・机上だけの講習ではなく、実技も多数

あり充実して取り組めました。現場で
の実体験もたくさん聞けてよかった
です。

・知識として、多くの方に知ってもらえ
れば、誰もが生きやすい世の中になる
のに…なって欲しいと思いました。

やった～！　修了だぁ～！
「よかったネ！ おめでとうございます」
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オリジナルクッキーづくりにご利用者が密着！
あさごふれ愛の郷だより

★ ★ 投稿コーナー

Ｕ様宅の
サンゴです(^^ ♪

Ｋ様宅の
ししまる（ポメラニアン）
です(^^ ♪

かわいい愛犬･ 愛猫の写真お待ちしています。

携帯電話の待受画面などの写メの可愛いペット
（愛犬・愛猫など）の素敵な写真をお送りくださ
い！ 送っていただいた写真で「みんながＨＡＰＰＹに
なれますように」

❶送信する写真を準備してください。❷氏名、住
所とともに「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。

いつもみんなを癒
やしてくれる可愛い
ししまる。大切な
家族の一員です。

『外飼い』している
サンゴですが、娘
の部屋にこっそり入
れてもらって、ポカ
ポカです。

平成４年から毎年寄贈いただき、今年で25回目。
NPO法人　リョービ社会貢献基金　生野部会〔 生野㈱ 代表取締

役 赤松 裕樹様（ 写真左 ）〕より今年も、高齢者・障がい者施設で
使用する備品をいただきました。ご利用者がゆっくりと過ごされる
姿が思い浮かびます。ありがとうございました。

「NPO法人 リョービ社会貢献基金　生野部会 」様より

◦小規模多機能施設ひなたぼっこへ
　床ずれ予防クッション６式
◦あさごふれ愛の郷へ
　布製パーテーション・マットレス５式

今年も暖かい贈り物!

レポート

［連絡先］あさごふれ愛の郷  かがやき　西垣　TEL:079-679-4153

①マーガリンをミキサー
でクリーム状になるまで
混ぜます、次に小麦粉や
ミックス粉など入れさら
に混ぜ生地を完成！

②その後、型取りし
冷凍。鉄板に並べて
いきます。

④出来上がり！値段や
内容もご希望にお応え
します。ぜひ、お買い
求めください。

③約20分くらいで焼き
上がり。値段に応じて
計量。もうすぐで出来
上がり！

ちょっとうれしい話
○お客様より嬉しい問い合わせが！
あったかプラザに行ったときにかがやきの
クッキーを購入しました。
ごまやピーナッツ、紅茶などたくさんの種
類が入っていてとても美味しかったです。
遠方ですがお届けしていただけませんか？
（担当者より）ありがとうございます。喜ん
でお届けさせていただきます。ご要望に
応じて対応させていただきますので、お気
軽にお問合せ下さいね(^ ♪̂
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更なる地域とのつながりを支援
赤い羽根共同募金の配分金を活用「福祉教育活動助成事業」

いざという時のために災害ボランティア登録者募集！

12/1 今年も地域ミニデイ連絡会を開催！
　まずは、ふれあい講師の３Ｂ体操協会山東グループ様にお越しいただき、ミニデイを始めた頃を思い出しな
がら体操がスタート！みんなで体操するととても盛り上がりました！
　次に「こんなミニデイになったらいいなぁ」をテーマにグループディスカッションが行われ、その実現に向け
て、それぞれ想いの丈を熱く語られていました。

こんな意見が！
○他ミニデイと交流が持てるミニデイにしたい！
○もっと男性に参加いただけるようにしていきたい！
○多世代の交流が持てる場にしていきたい！等

◎連絡会に参加され一言
　「連絡会に参加し、色々な考えや悩みを

聞くことができて良かったです」
◎今後の抱負は？
　「今後は食事会や調理教室などが出来

たらいいなぁと思っています」
◎気を付けられていることはありますか？
　「運営する側として、衛生管理上、気を

遣い、使い捨ての容器やマドラーを使用
しています」と話して下さいました。こう
いった配慮もされているんですね！足立
さんありがとうございました！

実際のミニデイ代表者に聞く！ ～久田和区端
はな

の会　足立さん～

地域のリーダーの皆さんが集結

　全国各地で毎年さまざまな自然災害などが発生しています。そんな時、ボランティアによる支援活動が迅速に行えるよ
う、ご協力いただける方の登録をお願いしています。

●ぜひ皆様も登録して下さい！
　活動内容（主なもの）…がれき・土砂の撤去、家屋な
どの片付け・清掃、炊き出し、支援物資の仕分け、など
問合せ・申込先╱
　　　　　　　 総合支援課または各地域センターまで

●私も登録しています！
　平成２６年の福知山豪
雨災害などの支援活動
に参加された、吉井弘幸
さんにお聞きしました。

「こんな私でも誰かの
ために何かができる。
そして喜んでもらえ
る。そのことが明日へ
の生きる力になる。そ
う思って参加していま
す。」

「今年は天候が良くて、
田植えも稲刈りも楽しく
作業してもらえました。
会員も児童も年々変って
行きますが、続けて行き
たいです。」

　今年度、福祉教育活動助成事業において対象事業を訪問する取組みを新たにおこなっています。
12月7日（水）に生野小学校で行われた収穫祭（お餅つき）を、審査担当の理事と共に訪問しました。

・地域とのつながり・ふれあい
交流を進めることができる

・学校や地域において特色や独
自性がある

・先進的な新たな取組み
・継続的におこなう取組み
　　　　　　　　　……など

Point!

《こんな福祉事業・取組みを期待》 「２０年以上続けています！」
同校では、地元の円山のぞみ会（老
人クラブ）のご協力のもと、3・5年
生が田植えや稲刈りなどの体験学習
を通して、交流を続けられています。

円山のぞみ会
松下会長

42グループ

63名参加
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　青い空に残り少ない紅葉が映えてなんとも
言えない清々しい一日の始まりでした。無表情
で歩かれていたご利用者も「ほ～っ」と感激し
たようににっこりされ、その後しば
らくは穏やかな笑顔を見せて下
さいました。“うれしい”

“きれい”という感情
は脳の活性化、認知
症の予防によいと思
います。そのよう
な感情をいとも
簡単に引き出す
自然をすごいな
と思いました。

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10月1日～平成28年11月30日善意銀行だより
生野
●供養預託
●金銭預託
・一区	 松本とみ子	（亡母）
・二区	 小谷みち子	（亡母）
・六区	 長井　寿文	（亡父）
・小田和	 桐山　義和	（亡父）
●善意の預託
●金銭預託
・	生野町茶道同好会　（助け合い茶会収益金の一部）
・ASAGOダンスフレンズ	
　　　	(チャリティーダンス収益金の一部10,000円)
●物品預託
・黒川	 竹村　政雄	（野菜）

和田山
●供養預託
●金銭預託
・駅前	 久保田京子	（亡夫）

・白井	 長野　英二	（亡父）
・東町	 谷原　　誠	（亡父）
・久世田	 髙本　和也	（亡父）
●善意の預託
●物品預託
・枚田校区民生委員児童委員協議会（お米1５㎏）
・高瀬	 森田　　諭（もち米10㎏）

山東
●供養預託
●金銭預託
・滝田	 村上　泰雄	（亡母）
・末蔵	 松本　康男	（亡父）
・上早田	 戸田富美子	（亡夫）
・迫間	 太田　清翁	（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）
・たじま農業協同組合山東支店（ふれあい感謝デーバザー収益金）

・朝来市健康福祉大学
　　　　　　	（文化祭チャリティーバザー収益金の一部）

朝来
●供養預託
●金銭預託
・石田	 日下　　清	（亡妻）
・元津	 鴨谷　　勇	（亡母）
・元津	 能見　英樹	（亡父）
●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」	
チャリティー寄付金	
（ 10月分1５,9５0円）	
（ 11月分6,790円）
・木村医院職員一同	 ( 2件）

（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。

福祉バザー『愛の即売会』が終了しました

即売会会場の様子

　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。

　朝からこの時期一番の冷え込みで一日中、時雨れていた。
皆さんの服装も日に日に一枚、また一枚と増えている。朝の
バイタルを計測してみると皆さんの会話が聞こえてきた。「あ
んた、今日何枚きとんなるんや？」「私は３枚や」「私２枚」「え～？
それで３枚？」よく見ると外から見ているだけで３枚見える（笑）
下着、上着を入れると５枚。「今から５枚では雪が降ったら布団
きてこなあかんで」と。笑い話のようで
あったが、施設からお送りする際、暖か
い場所から外に出ると外は８度。５枚着
ても寒くはない。薄着のご利用者は「寒
いなぁ～」と身体をちじめながら車に乗ら
れた。暖かく過ごしていただきたいが、こ
の時期の服装は難しいと思う。どうか風邪
など引かれませんように…。

　１１月４日（金）の東河会場を皮切りに、５会場で福祉バ
ザー「愛の即売会」を開催しました。今年も多くの方に
来場いただき、合計６７２,４３８円の売り上げとなりまし
た。
　物品提供いただいた方、商品を購入いただいた方、そ
してお世話いただいた民生委員さん、福祉委員さんをは
じめ、地域の皆さま本当にありがとうございました。
　愛の即売会の売上金は地域福祉活動の財源に充当さ
せていただきます。

広報ちょっといい話｢にやり・ほっと｣
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後 記

　たくさんの「うれしかったこと」が紙面を飾り、新年号らしい特集になったかと思います。
　さて、酉年といえば『鶏が先か、卵が先か』と言う水掛け論的な言葉がありますが、「面白いから笑うのか、笑う
から面白いのか」との問いにも同様の要素があるのではないでしょうか。疲れた時、落ち込んだ時こそ、意識的
にでも笑って見せることが大切で、みんなが笑顔を心掛ければ職場や家庭も明るくなるのではないでしょうか。
　笑うから面白い。笑うから幸せになれる。そんな笑いがあふれ、幸せの輪が拡がる一年になります様に。

成人式振袖
予約受付開始 二十歳の

忘れ得ぬ思い出に。

1.30　～
土・日曜・祝祭日は除く

朝来老人福祉保健センター（朝来中学校体育館北隣）

42,000円～68,000円
※振袖・帯・襦袢・帯揚・帯締・伊達衿を含んだ消費税込の金額です。

月平成29年
日時／場所

8：30～17：15

レンタル料

朝来中学校●

●
アルバ●

R312

至生野至JR新井駅

至JR青倉駅 至和田山

至
多
々
良
木

ダ
ム

円
山
川朝来老人福祉

保健センター

アクセス
マップ

平成
30年

来年の成人式振袖のレンタル予約受付を始めます！　素敵な振袖がたくさんあります。
好きな色や柄などお気に入りの１着を見つけるためにも、早めの予約をお勧めします。

朝来地域センター　TEL.079-677-1606問い合
わせ先

※
ご
利
用
に
な
ら
れ
た
お
客
さ
ま

ご予約された方に
もれなく“足袋”を
プレゼント!

・自分に合った色の着物を選んで
頂いて嬉しいです。

・いい着物を安く借りれて嬉し
かったです。

・センスのいいコーディネートで
皆にほめられました。

・いいお着物で素敵ね。

振袖選びの
POINT

まずは自分の肌の色にピッタリの色を探
しましょう。普段は選ばない色でも顔写り
の良い色を選びます。
また、肌の色や体型を意識して小物との
コーディネートを考えながら自分らしい一
枚を見つけましょう！

着物だけでなく小物や帯も大切です。担
当者は帯揚、帯〆の色や髪飾りの全身の
バランスに気を配ります。着物の柄に使
われている色で帯揚、帯〆の色を選び、
印象をつけていきます。

お客さまのお声


