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わたしたちのメッセージ

10月1日 赤い羽根共同募金運動が始まります。
この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。

障がい者（児）複合型多機能施設建設工事進行中！

～『 応援する方の想い 』～

複合型多機能施設建設も大詰めを迎え12月のオープンを目指し工事が急ピッチで進められています。
これまでは、工事の進捗状況や運営面での協議などについて掲載してきました。
今回は、現在「あさひ事業所」での就労継続B型支援事業に業務委託いただいています市内の各事業所様に新施
設開所に向け応援メッセージをいただきました。

応援メッセージ

株式会社佳長

村田社長 より

障がい者の方が一般社会でますま
す羽ばたいていかれることを期待す
る！ そのために我々もコロナ渦の中
ではあるけれども商品を拡大展開し、
供給できるよう頑張っていきたい！
今後も協力していきますのでお互い
に頑張っていきましょう！

応援メッセージ

西垣社長 より

株式会社ハイロン

菓子箱折り作業

佳長のおせんべい

作業メニュー
・菓子箱折り（上ぶた折、中身折、仕切り折）

パーツの下処理作業

「 あさひ 」さんには10年以上お世
話になっており、 現在、 製品の仕
上げ梱包を中心に作業を委託して
います。 新施設でも、 引き続きよ
り良い関係でご一緒に仕事が出来
ますようにお互いに協力し、頑張っ
ていきましょう！

ハイロンのトートバッグ

作業メニュー
・モップの糸抜き、検品等 ・トートバッグの糸切り、検品等
・各種パーツの下処理

その他にも、あさごふれ愛の郷では生野の八鹿電機株式会社様（電気部品）や日野金属産業株式会社（リサイクル
部品）の業務を受託し作業を行っています。日頃より多くの事業所様にお世話になりまして、ありがとうございます。

頑張っています。 施設の外でのしごと！
市内の企業（事業所）様からお声がけいただき施設を飛び出し、
一般就労を目指し、日々作業に取り組んでいます。

和田山ホテル（清掃作業）

ＴＳＵＴＡＹＡ和田山店（商品棚だし・整理）
2

ＮＰＯ法人ふるさと（清掃作業）

県事業団 立雲の郷（清掃作業）
※Ｐ７関連記事あり

とまり木サロン和田山（接客）
これらの作業に加え…自主製品としてのオリジナルクッキーの製造・販売、大根栽培と
加工商品の販売、内職作業にも取り組んでいます！

中

大募集

現在、あさごふれ愛の郷では企業様の協力
などいただき内職作業、施設外就労や自主
製 品を合 わせ 令 和 元 年 度 の 平 均 工 賃
10,000 円を達成しました！今年度は新型
コロナウィルス感染拡大の影響もあり厳し
い状況ではありますが施設内外、自主製品
問わず、 色々な作業にチャレンジし、 新た
な技術向上に努め、更なる平均工賃アップ
を目指して参ります。

新しい施設で充実した毎日を過ごしませんか
就労継続Ｂ型支援事業に興味ある方 まずはご相談を

新施設では就労Ｂ型は45名定員であり、新施設でのご利用をまだまだ
募集しております。ご利用者の状況や状態に合わせ自立支援を目指し
取り組んでおります。 お気軽にご相談下さい。 ご連絡お待ちしており
ます。
その他、生活介護、就労移行支援、グループホーム、短期入所のご
利用に関してもお気軽にご相談下さい！

【ご利用に関する問い合わせ先】あさごふれ愛の郷あおぞら 担当：谷井 079-677-1613
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令和２年度

赤い羽根共同募金
10月1日よりスタートします！
今年は、新型コロナウイルスの感染拡大が、
日常生活に様々な影響を、およぼしています。
一日も早く、この状況が終息し、今までの様な日常が戻ることを願っています。

皆さまからの募金が、朝来市の「地域福祉活動」を支えています。
温かいご協力、よろしくお願いいたします。

昨年度の募金総額のうち、
約90%

令和元年度
朝来市内での募金額は

8,303,079円でした。

7,549,000円 が

令和２年度、朝来市内での地域福祉
活動に活用され、残り754,079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。

さまざまな形で皆様にご協力をお願いしています
● 戸別募金…市内の各世帯に、区長さんを通じてお願いしています。
● 法人募金…企業や団体等に、地域貢献活動の一環としてお願いしています。
● 職域募金…事業所・施設等の職場内で、お願いしています。
● 学校募金…市内小・中・高等学校の児童・生徒の皆様に、お願いしています。
● 街頭募金…各地域の店舗前やイベント会場等で、お願いしています。

※赤い羽根共同募金には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出来ます。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。
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皆様からおよせいただいた募金は、市内のさまざまな
福祉事業に使われています。
兵庫県共同募金会マスコット

あかはねちゃん

配食サービス 事業

困りごとお助け隊 事業

70歳以上の高齢者世帯の方で、

社協の配食サービスご利用者や、80歳以

調理や買物が困難な方を対象

上の1人暮らし高齢者を対象に、日常生活

に、見守りも兼ねて、365日希望

での小さな困りごとを支援し、離れたご家

の日に昼食や夕食をお届けして

族へショートメールを使ってご利用者の様

います。

子をお伝えしています。

地域応援助成 事業

ほっとコミュニケーション 事業

地域で誰もが寄れる食堂事業を実施する区や、地域で

市内の75歳以上の1人暮

の身近な集まりぷちサ

らし高齢者の誕生月に、

ロンを開催される地域

民生委員さんや市内の小

の方へ助成を行い、交

学生が、メッセージカード

流の場や安否確認の場

とクッキーなどをお届け

となっています。

し、安否確認と、近況など
をお伺いしています。

【わがまち食堂の様子】

とまり木サロンわだやま

短期宿泊訓練施設のぞみ

障がいをお持ちの方の就労支援の場となっています。

障がいをお持ちの方の自立支援の
場となっています。

地域のお年寄りから子供、大人や障がいをお持ちの方など、
誰でも気軽に立ち寄ってい
ただける
「地域の交流拠点」

障がい者の方が自宅を離れ、買物や調理など

を目指して運営しています。
【場所】
朝来市和田山町東谷213-7
中島ビル１Ｆ

5

の日常 生 活の自立
訓練をしながら、宿
泊体験をする支援を
しています。

福祉教育助成 事業

広報・ホームページ 事業

生活困窮者支援 事業

市内の小中高各学校の児童、生

市内での様々なボランティア活

生 活に困 窮された世 帯に対し

徒を対象とした、福祉教育活動

動や、地域での支え合い活動な

て、緊急一時支援として食糧な

に対して助成を行い、必要に応

どに関する情 報を、広 報 誌「 社

どの支援や、その後の生活安定

じて職員派遣、備品貸出しなど

協だよりあさご」
（年6回発行）
と

に向けての支援をしています。

を行い支援しています。

ホームページで発信しています。

With
コロナ
会

い

た

地域ミニデイ・ぷちサロンの近況
い

思

い。

新型コロナの影響で 3 月からミニデイ活動を自粛されていましたが、会

早 い 再 会 を 願 っ て。 員の皆様から「さみしい」「家に居ても楽しみがない」などの声が多くあっ
［ 林垣いきいきサロン ］

たので、7 月から思い切って活動を再開されました。

再開までの経緯や現状について話を伺うと、ミニデイ再開時には事前に
チラシを配布され、そこには、「不安や心配があり、気が進まない方は無
理せずに不参加でも構いません」と、会員の皆様の気持ちを配慮した言葉
がありました。 参加者には、マスクの着用や自宅での体温測定のお願いも
され、いつもなら昼食づくりや歌唱を楽しまれますが、感染予防を意識し、
この日は七夕飾りづくりを楽しまれました。

久しぶりの再会に会話はとても盛り上がり、元気にされていることをみん
なで喜ばれたとのことでしたが、代表者さんから見て気になる姿もあったよ
うです。 参加者の中には高齢で耳が遠い方もおられ、相手の会話を聞き取
ろうと近くに寄られて密な状態になりがちであったとのこと。 それを回避す
る為に、いつもは使用されないマイクを使い、工夫して集いの場を楽しまれ
たとお聞きしました。
市からの給付金は使い道に思い悩まれた結果、ひんやりマスク（夏用マス
ク）を購入し、熱中症にも気を付けていこうと言うことになったそうです。
代表者さんは再開前に、他のミニデイと連絡を取り合い、再開に関する
相談や感染予防に対しての工夫を情報共有されたとのことで、『こんな時だ
からこそ横のつながりを大事にしたい』、
『できる限りのことをしていきたい』
と意気込みを語られました。

約半数のグループが再開を！
ミニデイの活動再開状況は現在調査中ですが、ぷちサロンは
58 グループの内半数以上が活動を再開されています。
併せて、ふれあい講師さんのご利用も徐々に増えてきました。
ぷちサロン活動報告書の内容を一部ご紹介します。

社協本部にあるぷちサロン・
ふれあい講師派遣の予定表

「コロナの関係でみんな久しぶりの集まりでした。楽しく和気あいあい
と時間の経つのも忘れるくらいでした。手足の体操を小一時間すると
体の固さを実感しました」
「2月のぷちサロンから4か月ぶりだったので、会話が弾みました。その
間にメンバーのお二人が引っ越しされ、寂しくなったなぁと、今頃どうさ
れているか等の話をしたり、農作業での収穫の事の話で盛り上がりまし
た。皆、
お元気に過ごされていて良かったです」
「感染予防しながら、対角線上に着席、
シールド越しに会食、久しぶり
に顔を合わせて話も弾みました」
「3か月以上出会わなかった人もあり、再開することで気分も少し晴
れて、人と会う大切さを実感しました」
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あさご生きがいプロジェクト

『Enjoy ライフ de 生きサポ』体験カード作成

少子高齢化社会が進む中、地域において人とのつながりの希薄化が進み、昔に比べて互助関係が減少傾向にあります。また、
企業では人材不足の深刻化が問題となっています。これらの問題や課題に対して本会では、市民相互の支え合いや高齢者の就
労・社会貢献活動への参加を推進する為、あさご生きがいプロジェクトで（事業名）
『Enjoy ライフ de 生きサポ』の検討を進
めています。

この事業を進めるに当たり、市民の方々に“生きサポ”を体験頂けるツールを考えてみました！
！
あさごふれ愛の郷あさひにご協力頂き、
『サポートちゃれんじゲーム』
（右写真）を作成しました。
２種類のカード（お願いカードとチャレンジカード）を使用し、「お願いしたいこと」と「これなら
出来る（チャレンジできる）
」と思うカードを各々が決まった分を取り、自分以外のお願いされるカー
ドに対して出来るカードを持っている人が手を挙げるというゲームです。（取扱説明書付き）
ゲームで、次のようなことを感じて頂ければと考えています。
・地域の支え合いが身近に感じる
・面と向かって「助けて！」と言えないことがカードを介してなら言える
・困りごとを把握しやすい
・自分の出来そうなことを探すことができる
・お願いカードとチャレンジカードがマッチせずに残ったカードは、互助では難しいことが
わかる 等
この『サポート ちゃれんじ ゲーム』を販売します。
地区やグループで、このゲームに興味のある方は、是非お試し頂きたいと思います。
お問合せ 総合支援課

677-2702 まで。

気軽に登録できる 「ありがとう」と言われると
うれしいんです！
ようになりました♪
～ 朝来市結婚相談所 ～

あさごふれ愛の郷では

事業所内での作業だけで
はなく、 市内の企業や法
人より声を掛けていただ
き、施設の外での就労も

自宅にいながら web 上で本会結婚相談所の登録
が出来るようになりました。
あなたに合ったお相手を、 担当の結婚相談員が
ご紹介。
どうぞお気軽に、本会ホームページトップ画面の

しています。
今 回 は、 兵 庫 県 社 会
福祉事業団立雲の郷での
作業に従事のご利用者と
職員の想いをご紹介しま

バナー『結婚したい未婚の男女』を開いてご登録

す。

下さい。

ご利用者の想い

立雲の郷の清掃作業は大変だけど自分なりに
頑張っています。たまに辞めたいなあと思うことが有るけど、自分
にまけないようにこれからも頑張っていきたいです。いつも「ゆう
ゆう館」 のご利用者のおばあちゃんに「ありがとう」って言われ
るとすっごくうれしい気持ちになります。

職員の想い

昨年度は８組がゴールイン
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清掃作業の支援や、見守りを初めてすることに
なり、ご利用者の方と十数回作業を行ってきました。
皆さん、自分の役割分担の作業を、手を抜かず一生懸命かつ丁
寧に作業されており、大変感心しました。
もっと、もっとご利用者の活躍の場がこの地域にあるのではないか
と思いました。
一つでもそんな場が増えることを願いつつ支援しています。

約
振 袖 予

おうちで選んで社協へＧＯ！
！

社協ホームページに
振袖カタログ登場！

総数１０４枚の中から、ご家族と一緒におうちでゆっく
りお気に入りの振袖を何枚か選んでいただき、 朝来地
域センターで実際に羽織って、お顔うつりを確認してい
ただけます。きっと、ご満足いただける素敵な１枚が見
つかるはず！
ぜひ、ホームページの振袖カタログをご覧いただき、
ご活用ください。
トップページの、
このバナーから

令和 2 年度

夏ものがたり
ボランティア体験教室を開催！

毎年行っているボランティア体験教室、今年は 8 月 8 日（朝来）と 22 日（和田山）に開催しました。
「マスクや雑巾を作って温かい応援メッセージと共に被災地へお届けしよう」をテーマに、市内の中高生から参加
者を募集し、たくさんの皆さんに参加していただきました。
（当日は、感染症予防を意識して、手指消毒や検温、換気を行いながら実施しました。）

好きな布を選んで、作りたいマスクの 慣れないミシン、ずれないように慎重 縫 い 終 わったらマスクのヒモを通し
型紙に沿って裁断します。
に縫っていきます。
て、ラッピングをして完成！
！

マスク作りは
難しかったけど
楽しかった！

被災地への応援メッセージも！

被災地へ何かした
いと思っていたから、参
加出来て良かった！

作ったマスクや雑巾は、応援メッセージを添えて、７月の豪雨
災害で被災された 熊本県 球磨村 の皆様へお届けしました！

参加してくださった生徒の皆さんありがとうございました。
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令和
２年度

社協会費へのご協力
ありがとうございました

今年は、新型コロナウイルス感染拡大防止による自粛など、日常生活に様々な影響が出ている中、昨年度と変わ
らず、多くの市民の皆様にご協力をいただき、ありがとうございました。
また、区長さん、隣保長（組長）さんなど多くの方にお世話をいただきましたこと、厚くお礼申し上げます。
●令和 2 年 8 月 28 日現在

一般会費（1 戸 1,200 円） 8,855 戸

10,641,500 円

賛助会費（1 口 3,000 円） 296.1 口

891,000 円

社協会費は、地域福祉を推進していく貴重な財源として、
【ボランティア活動への支援】
【相談事業（高齢者・障がい者・生活困窮者・結婚等）
】【障がい者施設の建設】 など
朝来市の地域福祉活動へと活用させていただきます。

ご賛同いただいた皆さま、ありがとうございました。

兵庫県がスマホ婚活はじめます！
！
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。 令和 2 年 7 月
からは、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。
象

●結婚を希望し、２０歳以上の独身の方
●はばタン会員システムにアクセスできるインターネット環境と
メールができるスマートフォンをお持ちで、自ら操作できる方

入会方法

ひ
 ょうご出会いサポートセンターの HP(https://www.mschyogo.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

対

お問合せ・ 但馬出会いサポートセンター
申 込 先 〒 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）

今年も
手作りの品々を

～玉置老人クラブ～
７月１６日（木）
、和田山の玉置老人クラブ
（玉置ときわ会・玉置すみれ会）様から「社
協で活用を」と、会員の皆様が手作りされ
た竹ぼうきと雑巾をいただきました。長年、
市内の障がい者施設等にも寄贈していただ
いておりましたが、会員の皆さんの高齢化
が進み、竹ぼうき作りも今年が最後という
ことでした。
改めて長年
の取り組みに、
感謝申し上げま
す。 本当にあり
がとうございま
した。

ホームページからメール相談が

可能になりました！
いつでも自分の空いている時間に
相談することが出来ます。
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あさご

善意銀行だより
生野

第93号

●供養預託
●金銭預託
・六区
小林

都（ 亡夫 ）

和田山

発行日／2020年9月4日

●供養預託
●金銭預託
・竹ノ内
近藤
・枚田
中村
・竹田新町 中井

祐樹（ 亡父 ）
正康（ 亡母 ）
兼広（ 亡母 ）

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２年6月1日～令和2年7月31日

●善意の預託
●金銭預託
・玉置
玉置ときわ会・すみれ会
●物品預託
・栄町
山本 牧子（ 日用品 ）
・玉置
玉置老人クラブ（ 竹ぼうき・雑巾 ）

朝来

●供養預託
●金銭預託
・匿名1件（ 亡夫 ）
●善意の預託
●金銭預託
山東
・木村医院職員一同（2件 ）
・「 プルタブで車いす運動 」賛同の皆様
●善意の預託
（ プルタブ223㎏）
●金銭預託
●物品預託
・匿名1件
植田 とし子（ 座布団 ）
・山東民生委員児童委員協議会（2件 ） ・澤
（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。

生野福祉バザーを
開催しました !!

トピックス
長年かわらぬ決まり事。

発行／社会福祉法人朝来市社会福祉協議会
〒679-3431 兵庫県朝来市新井73－1
TEL.079-677-2702 FAX.079-677-2706

昭和20年から、毎日日記を付けている。
しかし、30年ぐらいまでの日記を捨ててしま
い後悔した。それで、思い出せるだけ別の手
帳に書き出した。以来、正月に前年1年間の
出来事や話題を書き残し『エンマ帳』としてい
る。区役員等が昔のことについて尋ねられた

新型コロナウイルスの影響で開催を延期していました生野福祉

り、迷ったりされた時に、車にいつも乗せてい

バザーを、
７月２６日
（日）
に開催しました。

る『エンマ帳』を見て欲しいと頼まれる。

当日は早い時間から入場を待ってくださった方など、たくさんの
方に来ていただくことが出来ました。おかげさまで１１４，
９８４円の

拝見させてもらったら、『 糸井 ・ 大蔵地区に電気
がついた』『 肥料 5 リットルを○○円で買った』『 年
金○○円 少ない！』 など、 綺麗な文字で丁寧に
書かれてあった。

売り上げがあり、スタッフ一同大変喜んでいます。この売上金は地
域福祉の向上のため、有効に活用させていただきます。
数多くの品物をご提供して下さいました地域の皆様、事業所様
をはじめ、当日お世話になったボランティアや民生委員の皆様、あ
［E - m a i l］asago-sishakyo@sasayuri-net.jp
［ホームページ］http://www.asagoshakyo.jp/

りがとうございました。

お 知ら せ
毎年 10 月下旬から 11 月上旬にかけて、和田山地域にて開催しております福祉バザー「愛の即売会」
は、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今年度の開催を中止する事になりました。楽しみにさ
れていた皆様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解賜りますようお願いいたします。

相談◆◆

◆◆結婚

●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・会費は無料。結婚を真剣に考えていらっしゃる方を担当相談員がサポ
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。
場

所

朝来市社会福祉協議会本部／朝来市朝来庁舎内

電

話

６７７－２７０２

9月
9日（水）

10月

11月

14日（水） 11日（水）

