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社協だより社協だよりあさご
検索朝来市社協

この広報誌は、共同募金の
配分を受けて発行しています。

大きくな～れ！ 甘くな～れ！

今年も熱い夏が来る！！サマーボランティア参加者大募集！
詳しくは P7 をご覧ください

あさごふれ愛の郷あおぞらによるさつまいも栽培あさごふれ愛の郷あおぞらによるさつまいも栽培
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一般企業への一般企業への
就職を目指して!就職を目指して!

新規事業として令和 3年 1月にスタートした就労移行支援事業ですが、
利用者が希望し、本人の能力が発揮できる仕事を見つけ、就職できるよ
う就労アセスメントを見直し、取り組みを強化していきます。

そもそも…就労アセスメントとは！？

実際にはこんな作業をしています！！

就労面に関する情報（例えば作業能力・
就労意欲・集中力等）を指標にもとづ
いて評価し把握するためのツールです。

一例をあげると・・
　①　�デジタルスケールを使って正しく物の重さをはかる計測作業
　②　郵便物のあて名と行き先を合致させる仕分け作業
　③　指示書をみて簡単なものから複雑なものまでの組み立て作業　等

①　�固形物は測りやすいのですが、細かい石や 1ｇ単位の指
示があるとなかなか難しい作業となります。　⇒　主に
正確性を評価します

②　��間違いやすい宛名が準備されておりミスが予測される作
業です。　⇒主に生産性・正確性を評価します

③　�指示書や図面にもと付き数段階のレベルに応じた組み立
て作業です　⇒主に巧緻性・集中力の評価をします
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初めて受けられたAさん

Aさんの感想

これからの取り組みについて
就労移行支援事業のゴールは就職することです。
しかし、就職先の状況は決して楽観できるものではないようです。
「どんな仕事が求められているか」「どんな人材が求められるか」等企業様からの声を
聞きながら利用者の特性のマッチングを目指して取り組んでいきます。

地域の中で働き収入を得て自分で生活していくこと、それが普通に
かなう社会であってほしいと思います。色んな働き方があると思い
ますので、この記事を目にされて「うちの会社でこんなことができ
れば少し助かるんだけど・・」と思われたらぜひご一報ください。
お待ちしています。

当日の朝・・・
いつものにこやかな表情とは打って変わり、大変緊張され「やるぞ」の気持ちがみなぎっ
ているご様子。
みっちりと一週間のスケジュールをこなされました。
その結果・・・
得意な分野かな、と思われた内容に苦戦をされた半面、全く経験のなかったような作
業内容に能力を発揮されたり、と支援者側にも大きな気づきのある体験でした。

私は、アセスメントという社会に向けての活動を５日間の

日程で受けました。

中でも一番印象に残っているのは、組み立ての作業です。

３日間連続での組み立て作業がありましたが、残念ながら

だめだったので次の機会がもしあればリベンジしたいで

す。それが私の正直な感想です。

企業へのPR・お願い等

問合せ先／あさごふれ愛の郷あおぞら　☎677-1613　担当　佐藤・谷井
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【地図の見方】
・つどいの場の実施
　ミニデイ＝ ・ぷちサロン＝ ・
　いきいき百歳体操実施区＝　
・あさご SI 助成事業実施区＝
　（あさご SI 助成事業とは、福祉に関する部会や委員会をつくり、
　区規約を改正し、誰もが安心して暮らせる地域づくりに取り組む事業）

・地域応援助成事業（わがまち食堂）
　実施区（実施予定区）＝

ミニデイやぷちサロンで
ワクワクすること
始めてみませんか？

コーディネーターが市内の状況
や活動内容等を紹介します。楽
しみながら健康を！私たちが地域
づくりを応援します！

生活支援コーディネーターとは、高齢
者の生活支援・介護予防サービスの提
供体制の構築に向けたコーディネート
機能（主に資源開発やネットワーク構
築）を果たす人のことです。�

ミニデイ82か所
ぷちサロン66か所
もあるのね。

生活支援コーディネー
ターは、つどいの場活
動支援の他に、地域の
お困りの方への訪問に
も行っています。どの
ようなことでもお気軽に
相談してください。

コロナに負けず活動継続中。
相談受付や情報発信等でつどいの場
を応援します！！

いきいき百歳体操
は市内 87 地区で
実施。健康の為に
実施してみてはど
うですか？

田路さんと私は、今
年度から生活支援コー
ディネーターに配属と
なりました !よろしくお
願いしますね。

和田山
40地区

山東
25地区

朝来
10地区

生野
12地区

地域と共に地域づくり進行中！地域と共に地域づくり進行中！
～生活支援コーディネーター～～生活支援コーディネーター～

＊＊

＊＊
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みんなでおでかけをしてみませんか？みんなでおでかけをしてみませんか？
社協の助成事業『お出かけ助成事業』を利用して買い物や外食、観光などを楽しまれています！

竹田上町区おたのしみ会 土肥区ぷちサロン

●お出かけ助成事業
　ミニデイやぷちサロンを対象に使用
するマイクロバス等の使用料金の半額
を助成します。

●あさごSI助成事業（地域福祉体制整備事業） ●地域応援助成事業（わがまち食堂）

●ふれあい講師スタンプラリーを利用して
　おでかけ助成券をゲット
Aコース…15,000円
Bコース…30,000円

上の基本形を元に、Ⓐ～Ⓕのコースを選択
各コース単年度20,000円補助
Ⓐわがまち井戸端会議コース
Ⓑつどいの場応援コース
Ⓒ隣接区協同コース
Ⓓ私たちの居場所コース
Ⓔ健康！見守りウォーキングコース　
Ⓕお裾分けで安心コース

〜取り組まれたグループをご紹介〜〜取り組まれたグループをご紹介〜

地域のお出かけ計画の一助に地域のお出かけ計画の一助に

助成事業は他にも…助成事業は他にも…

買い物と共にデザー
トも楽しまれたそう

です

マイクロバスで夜久
野ドライブイン、山
城の郷などへ行か
れました♪

久しぶりに温泉につかり
食事やおしゃべりをゆっ
くり楽しめました！

区規約の
改正

福祉に関す
る部会また
は委員会を
発足

福祉マップ
の作成

30,000円助成
①食堂コース
　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
づくりを推進することが目的のコース

	 60名以上30,000円
食堂事業1回につき	 40名以上60名未満25,000円　
	 20名以上40名未満20,000円

②	食堂と福祉マップ
　づくりコース
　①�コースの助成金額
にプラス10,000円

③地区合同開催
　コース
　①�のコースの助成額

にプラス20,000円

普段交流の機会が少
ない方が3名参加され

ました！

助成券をゲットしてお出かけに
ご利用下さい



ふれあい講師ふれあい講師
スタンプラリー開催中スタンプラリー開催中
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＜土肥区ぷちサロン＞
会場には社協からプロジェクター・スクリーン・パソコン等
を準備し、ふれあい講師の管理栄養士の中島むつみさんと
Zoomでつながりました。
Zoomの体験にもなり、皆さんとても喜ばれていました。
この新たな取り組みをあなたのグループでも試してみませ
んか？

参加者
募集

対　象　者

市内のミニデイ・ぷちサロングループ

期　　間

令和4年5月から令和5年2月末まで

応募手順
①ホームページ、ふれあい講師おすすめ百科、体験談から気になる講師をチェック！
②�スタンプラリーカードに、ふれあい講師が持つスタンプを集めて豪華助成券をもらおう！
　先着30グループに助成券を進呈します。
　●	Aコース…	好みのふれあい講師を自由に選び、期間内に4回利用でおでかけ助成券

15,000円分GET
　●Bコース…	ふれあい講師おすすめ百科に記されている7つの各カテゴリーのふれあい講

師の利用で、スタンプが溜まればおでかけ助成券30,000円分GET
※スタンプラリーの申し込み、詳細は各地域センターへお問い合わせ下さい。

初！オンライン（Zoom）でふれあい講師を利用したよ！トピックトピック

スタンプラリーカード



会えて嬉しい！やって楽しい！会えて嬉しい！やって楽しい！
サマーボランティア2022サマーボランティア2022

開催	:	7/25〜8/31の間のつどいの場開催日となります

その１

その2
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ボランティアは２種

＊ケーブルテレビでご紹介　わたしたちのまちのつどいの場！

ミニデイ・ぷちサロン　スマホ教室Zoom体験

同時募集　ミニデイ・ぷちサロングループ

中学生、高校生のみなさん！夏休みにボランティアしてみませんか？

応募につきましてはお気軽にお問合せ下さい。�／�総合支援課　☎677-2702　担当　習田・孝橋

自分に合ったボランティアにチャレンジ！

ケーブルテレビの放映番組を作成してみよう！
つどいの場へ行き、色々なことを聞いたり、ビデオで撮影したり、編集を
考えたりして地域の皆さんと一緒に夏の思い出をつくろう！！
ボランティア活動の様子を後にケーブルテレビで視聴する楽しみも
あります。

　去る５月１３日（金）豊岡健
康福祉センターにおいて、豊岡
市、養父市、朝来市、香美町、新
温泉町の５つの社会福祉協議会（全但社会福祉協議
会連絡会）は、地震、風水害、豪雪等の大規模な災
害が発生した場合に備え「災害時の相互応援に関す
る協定」を締結しました。
　この協定は、災害時に５市町内に災害ボランティ

アセンターが設置された場合、被災社協からの応援要請を受け、連携・協力し被災者等の生活の早
期復旧を目的とし、5市町社協の更なる連携強化を確認しました。

上記2種のボランティアを受け入れて下さるグループを募集します！
中学生や高校生の参加で、いつもとちがう盛り上がりになること間違いなし！！

思い出の1ページにどうですか？

ミニデイやぷちサロンの参加者の方に疑問に思われているス
マホ操作を教えたり、Zoom体験の一役を担い新たなつな
がりをサポートします！！

災害時に相互応援を！災害時に相互応援を！
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　YOU・愛センターでは以前から情報を一度に発信できないかと考えていました。
　例えば、大雨大雪警報による利用状況等も含まれます。
　そこで『LINE はどうだろう？』となり、LINE なら一度にお知らせができます。ご家族
の理解をいただき、YOU・愛センターグループ LINE を作りました。

　外出行事の様子やその日の出来事を素早く発信し、施設の様子も配信しました。

冬季の岩津ねぎ作業に続いて、サツマイモ作
りを始めました。
地元の農家の方に助言を頂きながら、一から
のスタートとなりました。
利用者の中には、自宅での畑作業を手伝って
おられる方もいて心強い限りです。
秋にはあま～いさつまいもがたくさん採れる
ことを願っています。

　先日のいちご狩りの様子です。
利用者さんのとてもいい表情を
送り、ご家族からお礼の言葉を
いただきました！

（ご家族それぞれの都合に合わせて発信しています。）

※今後は個別の相談も含め、各ご家族と LINE を活用したいと思います。

YOU・愛センター　YOU・愛センター　
 　を活用した情報共有を！ 　を活用した情報共有を！

農福連携にむけて、農福連携にむけて、
　　いよいよスタート　　いよいよスタート

他の野菜にも
挑戦中♪



令和3年度の資金収支決算の概要（法人全体）

62,783

その他の
支出
3%

施設整備等
支出
2%

事務費
6%

繰入金支出
16%

繰入金収入
15%

事業費
11％

人件費 62%

62,928

会費・寄附金・
補助金・受託金
14%

事業収入
1%

介護保険 49%

その他
の収入
1%

就労・
障害福祉
サービス
20%

万円万円

収入 支出

介護保険サービスが使いたいけど
利用の仕方が分からない

　在宅で生活し、正しい理解や判断、意思表示が本人だけでは難しい方を対象にお手伝いをして
います。

社協で出来ること �生活支援員がご本人の状況に合わせ下記のような支援を行います。

　支援頻度は週１回や２週間に１回、ひと月に１回など様々。
　その方の状況や出来る能力を加味しながら考えていきます。

お問い合わせは　朝来市社会福祉協議会　各地域センターへ

お金が上手に使えない
気づいたら誰かにお金を借りている

色んな文書が来るけど意味が分からない

お金の出し入れに自信がなくなってきた

通帳や印鑑を無くしてしまう…

誰かに日々のお金の使い方を相談したい　

　令和 3年度法人決算は、障害福祉サービス等事業収入が前年度比較 1,265 万円の増収となりましたが、介護
保険事業収入は、前年度比較 660万円減収となりました。事業活動支出は、前年度比較 976万円減額となりま
した。

当期資金収支差額：145万円　（前年度：2,445 万円）

・介護保険・障がい福祉サービスの利用相談や手続き
・日常で使う通帳や印鑑、年金証書の預かりなど
・日常の生活費のお届け
・月々の収支の管理やアドバイス
・税金や公共料金の市の支払いや、口座開設や引き落としの設定など

利用して１年…利用者の声

　初めは窮屈に感じたけど、お金を使いすぎない
よう声をかけてもらえるので助かります。目標は自
分でお金を管理し、自立することです。

　お金を返すためにお金を借りてたこともありまし
たが、サービスを利用して生活が安定してきました。
心が楽になっています。

〜日常生活自立支援事業のご案内〜〜日常生活自立支援事業のご案内〜
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このような方がおられませんか？このような方がおられませんか？
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＊民生委員さんより社協へ
「近所の方で心配な方があるので訪問してほしい」との相談。

＊Aさんの連絡先をお聞きし、訪問すると
「身体の調子が悪く、家のこともままならず
仕事にも行けず困っている」とのこと。

＊Aさんの相談を受けて
　病院受診はされていましたが原因がはっきりせずサービ
ス利用もできない状況でした。訪問や電話でお話を伺う中
で障害福祉サービスを利用することが可能であることが分
かり、サービス利用に繋がり、現在は通所しながら少しず
つ表情も明るくなられています。

福祉なんでも相談から障がい者施設の利用へ

生野
善意の預託
●金銭預託
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）
●物品預託
・六区　株式会社 タクミナ
　（飛沫防止板）

和田山
供養預託
●金銭預託
・枚田 藤原　　実　（亡妻）

善意の預託
●金銭・物品預託
・白井 大町藤公園（車椅子借用礼）
●物品預託
・柳原 中川八重野（紙オムツ）

山東
供養預託
●金銭預託
・上ゲ町 多次　勝昭　（亡父母）
・諏訪 湯口　　守　（亡義父）
善意の預託
●金銭預託
・山東民生委員児童委員協議会

朝来
供養預託
●金銭預託
・新井1区 間島　毅彦　（亡母）
善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
・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　【37,990円】）
●物品預託
・匿名1件（マスク）

善意銀行だより

（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。

令和4年4月1日〜令和4年5月31日

＊＊

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。

場　所 電　話 相談日

朝来市社会福祉協議会本部（ 朝来市役所朝来庁舎内 ） 677-2702 7/13 8/10 9/14

●相談日：毎月第2水曜日　　●時　間：午後1時30分〜3時
（3月のみ　第1水曜日 ）

◆◆結婚相
談◆◆

　朝来市結婚相談所には未婚男女が登録されており、担当相談員12名がご紹介やお見合いのセッティング、婚活イ
ベントなどの情報提供といったサポートをしています。登録料・会費は無料、現在は本会ホームページからもご登
録いただけますので、お気軽にご相談ください。


