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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  

ビデオカメラやマイク、カンペを持ってつどいの場の活
動を取材しました。取材や交流を通して、活動に対する
思いや楽しさ、大変さなどを知ることができたのではな
いかと思います。つどいの場の参加者から「孫にしたい
わ～」との声が上がるほど、慣れないカメラワークやイ
ンタビューに真剣に取り組む姿が印象的でした。

地域を取材 !! ケーブルテレビ放送番組作成 

取材させていただいたつどいの場
・寺谷健康クラブ
・ゆうぎの会
ご協力ありがとうございました。

夏休み、中学生・高　  校生のみなさんが夏休み、中学生・高　  校生のみなさんが
市内のつどいの場でボラ　  ンティアを行いました♪市内のつどいの場でボラ　  ンティアを行いました♪

～お知らせ～
学生ボランティアが取材した映像は朝来市ケーブルテレビセンターに

編集・放映していただきます。放送をお楽しみに！
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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  

Wi-Fi って何？天気予報のアプリのダウンロード方法
は？グループ LINE ってどうやって作るの？招待する
方法は？地域のみなさん、聞きたいことが尽きません。
学生ボランティアのみなさんも一生懸命、分かりやす
く丁寧に操作方法を説明され、世代を超えた交流を楽
しまれました。

ミニデイ・ぷちサロン スマホ教室 Zoom 体験

開催させていただいたつどいの場
・たんぽぽの会
・桑原区ぷちサロン
・久田和端の会
ご協力ありがとうございました。

夏休み、中学生・高　  校生のみなさんが夏休み、中学生・高　  校生のみなさんが
市内のつどいの場でボラ　  ンティアを行いました♪市内のつどいの場でボラ　  ンティアを行いました♪
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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。 

令和4年度

赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金

【共同募金種類】
●戸別募金…区長さんを通じて市内の各世帯にお願いします。

●法人募金…地域貢献活動の一環として企業や団体等にお願いします。

●職域募金…官公庁や事業所・施設等の職場内で行われる募金です。

●学校募金…市内小・中・高等学校の児童、生徒の皆様にお願いする募金です。

●街頭募金…各地域の店舗前やイベント会場等でご協力いただく募金です。

【 このような形で皆様にお願いしています 】

＊＊
＊＊

＊

令和3年度
朝来市内での募金額は

8,125,624円でした。

※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。

募金総額のうち、

7,484,000円‥が令和4年度、朝来市内での地域福祉活動に活
用されます。‥
残りは、「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。‥
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10月1日10月1日よりよりスタート!スタート!
皆様からいただいた募金は、 
令和3年度は、このような事業等に使われました。 

福祉教育助成 事業

市内の小中高各学校の児童、生徒を対象とした、福祉教育活動に対して
助成を行い、必要に応じて職員派遣、備品貸出しなどを行い支援していま
す。 例えば・・福祉体験学習、防災マップ作り、プルタブ収集、施設等訪問 

地域応援助成 事業

誰もが寄れる食堂事業は3地区、地域での身近な集まりぷちサロンは
年間 318 回の助成を行い、交流の場や安否確認の場となっていま
す。 

配食サービス 事業

70 歳以上の高齢者世帯等の方で、調理や買物が困難な方などを対象
に、見守りも兼ねて、昼食や夕食をお届けしています。 

ほっとコミュニケーション 事業

市内の75歳以上の1人暮らし高齢者の誕生月に、民生委員さんや市内の小学生が、メッセージカードと記
念品をお届けし、安否確認と近況などをお伺いしました。
同行いただいた小学生にお礼としてお雛様の折り紙を手渡されるサプライズがありました!!

【 車いすバスケの様子 】 【 車いすバスケの様子 】 



生活困窮者相談事業より生活困窮者相談事業より
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「お金がない、明日食べるものもない、どうしたらよいの
か…」一本の電話がかかってきました。自宅へ訪問する
と、電気も止まっておりその他にも公共料金等の支払い
が滞っている状況でした。
　すぐに食糧支援を行い、一命を取り留めました。
　現在の生活を改善するためにどうすればよいか、ご本
人と話し合った結果、知人の方より仕事の紹介があった

ので、すぐに就職先は見つかりました。しか
し、新しい職場へ提出する書類（住民票や履
歴書の証明写真等）の取得がご本人だけでは
できないため同行させて頂きました。
　現在、就職されて約2か月が経過し、収入が
得られるようになったため公共料金等の支払
いも済まされて、少しずつではありますが生活
を立て直されています。
　まだ支援は始まったばかり。これからもAさ
んに伴走して支援していきます。

あさご交流カフェ開催!参加者募集あさご交流カフェ開催!参加者募集

はじまりは一本の電話からAさんの

日　　時　　令和 4年 9月 25日（日）
場　　所　　竹田城‥城下町ホテル EN
参加人数　　12名（男性女性各 6名）
申込締切　　令和 4年 9月 15日（木）
申込方法　　‥社協 HP の申込フォームよ

り申込下さい。

多くの方の参加をお待ちしております。

＊＊＊
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令和5年 成人式を新作の振袖で迎えましょう

新作だけではなく、まだまだたくさんの上質で安価な振袖を取り揃えております。
社協のホームページの振袖一覧で是非ご覧になってみてください。
※振袖見学は事前予約が必要です。

［問合せ先］　朝来地域センター　TEL：677-1606

兵庫県社会福祉協議会を通じて、本会に2台の車椅子を寄贈い
ただきありがとうございました。
本会の高齢者施設で有効に活用させていただきます!

なお、本会では、地域住民の方へ車椅子・松葉杖・補助歩行杖
の貸し出しを行っております。
お困りの際には、お気軽にご相談ください。

貝桶文様と富貴の象徴と言
われる四季の花を描いた本
格古典文様です。背景の雲取
りには金色を多く使い豪華に
仕上げています。

古典情緒を感じさせる御所車
に格調高い菊を描き大きな
花は絞り柄で可愛さを表し背
景は三段暈しという高度な
技法で染め上げています。

誰からも愛される正統派の
古典文様。長寿吉兆を願う亀
甲柄と自然を尊ぶ心を映した
雪輪を背景に幸せを招く花
を散りばめました。

2022年 新作振袖入荷いたしました!

北日本コンピューターサービス（株）より

車椅子を寄贈いただきました!



　おくらべでは、日本の四季・季節感を感じて
いただくことを大切にしています。
　そのため季節行事や壁画制作、旬の野菜や果
物の収穫に取り組んでいます。
　また、「自分の役割」を持って頂きたいとい
う思いから、洗濯干しや洗濯物たたみ、食器洗
いといった日常の家事等のお手伝いをお願いす
るように心がけています。
　「自分の仕事」として誇らしげな顔をして手
伝ってくださり「ありがとうございます」と声
をかけると、とても嬉しそうな笑顔を見せてくださいます。
　利用者にとってアットホームで安心できる居場所となることを目指して
います。
　現在利用定員に少し空きがありますので見学・ご利用等ご相談ください。

＊小規模多機能施設おくらべ

　ひばりは、山東町与布土地域の田園の中にあり、隣には照福こども園の
園児の明るい声がいつも聞こえ、4、5月には与布土温泉の鯉のぼりを近く
に臨むことができます。広い屋外スペー
スとハザードマップ危険区域外に立地
し、最高のロケーションと安心安全な
環境で、ゆったりと過ごしていただいて
います。
　立地条件に負けず、施設内でもレク
リエーションや作品作りなど、明るい雰
囲気作りに努めておりますので、ぜひ、
ご利用・ご見学等ご相談ください。

＊小規模多機能施設ひばり

朝来市社協　介護保険施設ご利用状況　7 月末現在
施設名 住所 TEL 担当 定員 受け入れ可能人数

小規模多機能施設ひなたぼっこ 生野町口銀谷 679-3006 小田垣 14人 4人
小規模多機能施設おくらべ　 和田山宮田 673-3060 長崎 24人 7人
小規模多機能施設ひばり 山東町溝黒 676-5511 須磨 24人 4人
小規模多機能施設えんや　 朝来市立野 678-1152 小田垣 24人 2人

施設名 住所 朝来市立脇
定員

受け入れ可能な人数

宅老所ふらっと
TEL 677-1114 月 火 水 木 金 土
担当 松岡 9人 2人 4人 3人 4人 3人 6人

施設名 住所 和田山宮田
定員

受け入れ可能な人数
デイサービスセンター
かしのき園	

TEL 672-0405 月 火 水 木 金
担当 藤本 20人 4人 3人 5人 2人 3人
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社協の施設はこんなとこ!
今回は小規模多機能施設おくらべ・ひばりをご紹介します !!

※小規模多機能施設とは「通い」を中心に「泊り」「訪問」を組み合わせたサービスです。



令和4年度
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新型コロナウイルス感染症により、日常生活に様々な影響が出ている中、昨年度同様に一般会費、賛助会
費、特別会費として多くの市民の皆様にご協力をいただき、誠にありがとうございました。
また、区長さん、隣保長さん、事業所等の皆さまをはじめ多くの方々にお世話をいただきましたこと、厚く
お礼申し上げます。

今年度、朝来市社協では社協が実施する福祉サービスにおいて、利用者の安全確保と人権保護を行うため、
虐待防止委員会を設置しました。

‥‥‥この委員会は、虐待防止及び身体
拘束等の禁止を目的に次の取り組
みを行う。
（1）職員に対する研修会開催
（2）報告様式の整備
（3）‥背景や原因などを事案検証し、

再発防止策を検討
（4）検討結果の周知
（5）指針整備

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・福祉・結婚）】‥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。

社協会費へのご協力ありがとうございました

社協で虐待防止委員会設置!

＊ ＊＊ ＊

＊ ＊＊ ＊

●令和 4 年 7 月 31 日現在

一般会費（1戸1,200円） ８,５１７．９戸‥ 10,221,500円

賛助会費（1口3,000円）‥ 263.7口‥  791,000円

特別会費（1口5,000円）‥ 　318.6口‥ 1,593,000円

朝来市社会福祉協議会虐待防止委員会
令和4年4月1日現在

部　　署 役職名 氏　名

事務局長 西垣佳生

訪問介護事業 サービス提供責任者 四方満鈴

居宅介護支援事業 所長 片山千代子

ひなたぼっこ
宅老所えんや 施設長 小田垣栄

おくらべ 施設長 長崎聡子

ひばり 施設長 須磨和博

宅老所ふらっと 施設長 松岡万美子

かしのき園 施設長 藤本千里

あおぞら多機能型事業
あおぞら共同生活援助 サービス管理責任者 西垣裕子

あおぞら短期入所 施設長 谷井章子

YOU・愛センター 施設長 小松里佳
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　多くの方々にご協力頂きながら、下記の日
程で行う予定です。
　感染拡大防止の観点から、規模の縮小・開
催日の変更等、配慮した実施となりますが、
ご家族やご近所お誘いあわせの上、お越しく
ださい。

日時 :  令和 4 年 11 月 13 日㈰
10:00 ～ 11:30

場所 : 生野小学校体育館

ご来場の皆様へ
マスク着用のお願い

「生野 福祉バザー」開催のお知らせ

生野
善意の預託
●金銭預託
・兵庫県立 生野高等学校
　（プルタブ収集活動収益金）
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）

和田山
供養預託
●金銭預託
・旭町 上山　哲生　（亡母）
・加都 今川　英樹　（亡父）

山東
善意の預託
●金銭預託
・道の駅　但馬のまほろば
・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
・石田 太田　延之　（亡妻）
・山内 足羽　元一　（亡母）
・納座 和田　修平　（亡祖母）
・立野 椿野　健次　（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　【17,880円】）
・山口中学校第3期同窓生有志

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6月1日〜令和4年7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 9/14 10/12 11/9

●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。

感染防止のため、
マスクの着用をお願いいたします。

※「和田山‥愛の即売会」については、今年度も開催いたしません。


