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① 秋葉台 3 区ぷちサロン（鈴木源治さん）
県外から移住された鈴木さんは、地域の文化が消滅していくのが残念に思
われていた矢先、和田山町の『和田山音頭』の存在を知り、踊りを教えて
もらえるふれあい講師（よさこい蓮『和麗（アエラ）』さん）を申請して
参加者全員で輪になって踊られました。
参加者は「久しぶりに踊って 10歳は若返った !」と言われていました。

③ 土肥区老人クラブ（会長　山田典夫さん）
専門職ふれあい講師（中島むつみさん）を派遣申請して健康教室を開かれ
ました。中島ふれあい講師さんは、主に栄養・食事面からフレイル予防を
題材に講演されました。老人クラブの皆さんは、健康寿命を延ばし要介護
の期間が短くなるよう、バランスの良い食事、しっかり噛めるお口の管理、
趣味をもって人と会話しようというお話を熱心に聞かれました。

大好評！ ふれあい講師スタンプラリーふれあい講師スタンプラリー
　地域ミニデイやぷちサロン活動を応援するために、また地域の居場所
でより楽しく健やかに過ごすことを目的に「ふれあい講師　スタンプラ
リー」が始まりました。
　コロナによる規制も緩やかになった今年は大勢の方がふれあい講師を
利用され、82件（9月末現在）もの活躍の場が広がりました。（昨年同時期 7件）

【スタンプラリーＡコース】として、４回利用の達成第１号は柳原ぷちサロン（和田山町）でした。
ℚ：ふれあい講師を利用した感想は？
Ａ：コロナ禍ですが、皆さんと相談して月１回ふれあい講師さんに来てもらうことにしました。ふれ
あい講師が来られる日に他の方にも声掛けをすると、男性やご夫婦で来られる方もありました。
ℚ：おでかけ助成金の使い道は？
Ａ：与布土温泉ミニデイを利用してみんなでゆっくりしてこようと思います。

ふれあい講師を利用して

② とうじもん Hygge（代表　神谷美紀さん）
通常公民館で開催しているミニデイに、ヨガのふれあい講師（椿野美智代
さん）に来てもらい会場変更して地域のお寺でヨガを体験されました。
「静かな本堂でヨガをしてとても良かったです。身も心も引き締まったよう
です。」と感想を述べられました。

④ 滝田ことぶき会（奥野英之さん）
「ふれあい講師を呼ぶことで、いつものメンバー以外の参加があり、入って
いきにくいお宅にも行きやすくなって安否確認ができるようになった。」と
言われていました。
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ボランティアコーディネートはこーでねーと！ボランティアコーディネートはこーでねーと！
～市内のボランティアさん大活躍～～市内のボランティアさん大活躍～

ボランティア大募集！
自分がやりたい活動を人や社会に貢献してみませんか？
あなたの力で助かる人がいます！！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

総合支援課　☎ 677-2702

多くの方が地域貢献したいと社協にボランティア登録されています。
困っていることを社協へご相談していただければ、ボランティアさんをご紹介できる場
合があります。お気軽にお問い合わせください。

プロの整備士であるボランティア１４名が、市内の高齢者施設に行かれて８０数台の車椅子
をメンテナンスされました。‥「これから安心して使用できる」「目の届かないところまで見
て頂いた」等‥施設側から多くの感謝の声がありました！‥‥

市内の居宅介護支援事業所のケアマネジャーより、「視覚障害の
ある方に話し相手がないですか」と‥問い合わせがありました。‥
ご本人に会って話をお聞きすると、‥「目が悪いのでグループに参
加しても迷惑をかけるかもしれない」「家の外に出ることがない
ので孤立している感じがする」等‥多くの悩みを話されました。‥
これからボランティアさんが訪問される予定です！‥

事務所に「手話を学び人の役に立ちたい」と電話がありました。‥
お仕事の都合で学べる時間が限定していましたが、ボランティ
ア講師さんは快く承諾して下さり、現在頑張って手話を学ばれ
ています！‥

ほんの一例を
ご紹介

「地域に貢献したい」 

「話し相手がほしい」 

「手話を学びたい」 

兵庫県自動車整備振興会 
但馬支部 

和田山・山東ブロックと
朝来・生野ブロックの皆さん 

マッチン    Good

マッチン    Good

マッチン    Good
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
　街頭募金のご協力　街頭募金のご協力
　　ありがとうございました !　　ありがとうございました !
10月1日から始まりました赤い羽根共同募金、市内4箇所の事業所にお世話になり、朝
来中学校の生徒さんにご協力いただき街頭募金を実施しました。

≪街頭募金　実績額≫
　道の駅‥フレッシュあさご‥ 53,666円
　道の駅‥但馬のまほろば‥ 9,241円
　JA‥ファーマーズたじまんま‥ 11,252円
‥‥イオン和田山店・エスタ専門店街‥ 9,437円

多くの皆様に、ご協力をいただきありがとうございました。
この募金は、市内でのさまざまな地域福祉活動に活用させていただきます。

＊＊ ＊

*
**

*

*

当日は、感染症予
防を意識して、マ
スクの着用、手指
消毒などを行って
実施しました。

10/1‥道の駅‥フレッシュあさご‥10/1‥道の駅‥フレッシュあさご‥

10/4　JA‥ファーマーズたじまんま10/4　JA‥ファーマーズたじまんま

10/4　イオン和田山店・エスタ専門店街10/4　イオン和田山店・エスタ専門店街

10/2　道の駅‥但馬のまほろば10/2　道の駅‥但馬のまほろば



5

あさごふれ愛の郷あおぞらあさごふれ愛の郷あおぞら

待ちに待った収穫の時期！待ちに待った収穫の時期！
期待に胸を膨らませて収穫作業!!期待に胸を膨らませて収穫作業!!

 秋本番。いよいよ収穫の秋がやってきました。
あおぞらでは、今年はじめてサツマイモ栽培に挑戦し、紅はるか・鳴門金時・安納芋・紅あ
ずまの４種類のサツマイモを植えましたが、いよいよこれらのおイモの収穫の時がやってき
ました。
長靴に軍手、準備万端でいざ畑へ。
畑の管理で大変お世話になっている中田さんやご近所の方も様子を見に来てくださいまし
た。

さて、一鍬を入れるとすぐに大きなサツマイモが顔を出してきました！
続いて大きなお芋がゴロンゴロンと…!!　　利用者も職員も大喜び !!
初年度にしては大成功となりました。
さて、次はこのお芋を使い商品化に向けて取り組んでいきます。

 今年も岩津ネギ出荷作業　始めます！
今年は昨年の試行錯誤を活かし、少しでも効率のよい岩津ネギの出荷作業に取り組みます。
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　但馬長寿の郷すこやかセンターでは杖や車いすなどの約750点の介護に関わる福祉用具
を展示しており、体に合った用具の紹介や使い方の説明、体に負担の少ない介助方法や住宅
改修について、リハビリの専門職が相談に応じます。

【相談例】‥「歩きにくいので、杖やシルバーカーを見せて欲しい」、「風呂に入りやすくなるよ
うな福祉用具はないか」、「介護をしているが、腰が痛いので良い介護方法を教え
て欲しい」「玄関の段差が高くて困っている。どんな住宅改修の方法があるか教え
て欲しい」

【相談時間】平日のみ９：00～17：30
【休館日】12月28日～１月４日
【その他】福祉用具の販売は行っておりません　
　　　　　医療・介護に関わる専門職からの相談もお待ちしております
【感染症対策】新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください
　　　　　　　多人数での来館の場合は、事前連絡をお願いします
【問い合わせ先】但馬長寿の郷　☎‥079（662）8456

　善意銀行でいただいた物品は、市民の方等か
ら提供していただいた物品（主に食料品等）を生
活に困窮されている方に提供させていただいてい
ます。

　今年度も生野仏教会様よりたくさんの寄付を
いただきました。また、コープこうべ様からは2ヶ
月に1度多くの物品を寄付していただいていま
す。本当にありがとうございます。

　今後も善意銀行へご協力いただける方があり
ましたら各地域センターもしくは総合支援課まで
ご連絡下さい。ご協力よろしくお願い致します。

福祉用具・住宅改修相談

生活困窮者支援は
誰かからの善意で成り立って

います。
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　朝来市社協では、令和4年度も引き続き職員の育成を目的とした職務階層別研修を実施します。
併せて、新任職員に対しましては、今年度も「チューター制度」を取り入れ、新任職員個々に必要な
助言、相談に応じて育成に努めます。また、今年度は虐待防止委員会設置に伴い、虐待防止に関す
る研修を実施する予定です。

令和４年度　朝来市社協職務階層別研修（計画）

令和 4年度職務階層別研修

新任職員研修 管理職・中間
管理職研修 中堅職員研修 施設職員研修 虐待防止に

関する研修 一般職員研修 事業検証

総勢４８名の社協委員さんに旧小学校区単位でお集まりいただき、
社協委員会議を開催。
色々なご意見や次なるステップに踏み出すことがありましたのでご
紹介します。

《糸井地域社協委員》
　自分の将来も不安に感じる…
●地域の情報を集めるところから始めてみてはどうか。
　　　　　　　　　　➡
●糸井ふれあいサロンにて情報収集。
　　　　　　　　　　➡
●‥車に乗れなくなったときに買い物に困る、先進的に取
り組まれている地域へ視察に行ってみたい。

《梁瀬地域社協委員》
　みんなで力を合わせて
●まず地域に社協委員が認知されることが重要。
　　　　　　　　　　➡
●‥梁瀬地域民生委員さんと合同会議を開き、色々な福
祉課題について話し合いたい。

社協委員の
活動紹介

新任職員研修の様子新任職員研修の様子 管理職研修の様子管理職研修の様子 中堅職員研修の様子中堅職員研修の様子



　かしのき園では、利用者にとって穏やかで温かい場所となれるよう心掛
けています。
　半面、季節ごとにみんなでワクワク楽しむという事にも力を入れ、感染
対策をしながら手作り神社でのお参り・雛段飾り・お花見・運動会等々に
取り組んでいます。
　今ではなかなか着られなくなった浴衣を選んでもらい着ていただくこと
で夏であることをイメージしていただいたり、テラスでフラワーアレンジ
メントの作品を前にティータイムして
いただくなど四季を感じ楽しんでも
らっています。
　大蔵こども園が隣にあり、施設ホー
ルの大きい窓から皆さん目を細めて園
児の姿を見ておられます。
　デイサービスは…と思われる方も一
度ご見学等ご相談ください。お待ちし
ております。

＊デイサービスセンターかしのき園

　ふらっとでは少人数の認知症対応型のデイサービスです。小規模で一日
定員が９名です。家庭的で、ご自宅で過ごされるように、お好きな事を楽し
んで頂こうと取り組んでいます。塗り絵や脳トレ、作品作りを楽しみながら、
認知症予防を心掛けています。また、
季節を感じるようなレクリエーション
の提供、行事を行っています。この
コロナ禍で外出行事、ボランティア
さんのレクリエーションは難しいです
が、「楽しかった、また行きたい、こ
こにきてよかった」と言っていただけ
るふらっとでありたいと職員一同心
掛けております。

＊宅老所ふらっと

朝来市社会福祉協議会　介護保険施設ご利用状況　9 月末現在
事業名 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
おくらべ 和田山町宮田 673-3060 長崎 24人 7人
ひばり 山東町溝黒 676-5511 須磨 24人 5人
えんや 朝来市立野 678-1152 小田垣 24人 2人

事業名 施設名 住所 朝来市立脇
定員

受け入れ可能な人数

認知症デイ ふらっと
TEL 677-1114 月 火 水 木 金 土
担当 松岡 9人 3人 4人 2人 5人 2人 7人

事業名 施設名 住所 和田山町宮田
定員

受け入れ可能な人数

デイサービス かしのき園
TEL 672-0405 月 火 水 木 金
担当 藤本 20人 2人 2人 4人 0人 2人

8

社協の施設はこんなとこ!
今回はデイサービスデンターかしのき園・宅老所ふらっとをご紹介します！！

第
２
弾
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＊�虐待を受けたと思われる子どもを見つけた時には、ためらわずに市町の窓口や豊岡こども家
庭センターに連絡（通告）してください。‥‥（児童福祉法２５条、児童虐待防止法６条１項）

・「虐待を受けた児童」だけでなく「虐待を受けたと思われる児童（虐待の疑い）」も対象となります。
・調査の結果、たとえ虐待の事実がないとわかっても、そのことで責任を問われることはありません。
＊匿名でもかまいません。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。（児童虐待防止法７条）
＊児童虐待の通告は、守秘義務違反になりません。（児童虐待防止法６条３項）
＊体罰がゆるされないものであると児童虐待防止法改正により法定化されました。
　（児童虐待防止法１４条１項）

□�不自然な傷や打撲の跡
□�着衣や髪の毛がいつも汚れている
□�表情が乏しい　
□�おどおどしている
□�親を避けようとする　など

・朝来市社会福祉課�…… ０７９－６７２－６１２３
・児童虐待防止２４時間ホットライン
�…………… ０７９６－２２－９１１９（夜間・休日）
・児童相談所全国共通ダイヤル�……………１８９

虐待から子どもを守りましょう！

■児童虐待とは・・・？

■虐待のサイン（見逃さないで！）

【お問合せ】豊岡こども家庭センター　０７９６－２２－４３１４

連絡先

種　　類 内　　容
身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、おぼれさせる　など

性的虐待 子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする　など

ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気にかか
っても病院に連れて行かない　など

心理的虐待 言葉による脅し、無視、兄弟間での差別扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう（ド
メスティックバイオレンス）など

生野
供養預託
●金銭預託
・一区	 長野　和子　（亡母初盆）
・三区	 藤田　啓子　（亡次女）
・六区	 藤原　康之　（亡母初盆）
・六区	 中村　悦美　（亡夫初盆）
・栃原	 笹野　恵子　（亡母初盆）
●物品預託
・一区	 水田　　登　（亡妻）
善意の預託
●金銭預託
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）
●物品預託
・生野町仏教会
（乾物・ゼリー類・お菓子・米	他）
・二区	 岸本　秀二　
（手指消毒剤の設置台）

和田山
供養預託
●金銭預託
・和田山新町	細見　照男　
（亡妻【15,000円】）
善意の預託
●金銭預託
・元駅前婦人部ソフトボールクラブ有志一同
・法興寺　株式会社　水管理企画

山東
供養預託
●物品預託
・匿名1件	 	 （亡母）
善意の預託
●金銭預託
・山東民生委員児童委員協議会2件
●物品預託
・匿名1件（お米30kg	4袋）
・楽音寺	 松本　壽志
（介護用品（紙パンツ他））

朝来
供養預託
●金銭預託
・山口	 清水　尚郎　（亡姉）
善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
・匿名1件（松葉杖・車椅子借用礼）
●物品預託
・立脇	 平松　美好	（かぼちゃ）
・匿名1件（マスク・お手玉）
・匿名1件（玄米120kg）

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8月1日～令和4年9月30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。



令和５年成人式（二十歳を祝う会）の振袖レンタルをしています。
上質で安価な振袖を多数ご用意しています。
お気に入りの一着が見つかるよう、丁寧に対応させていただき
ますので是非ご利用下さい。
★‥事前にホームページの振袖一覧をご覧頂き、気になる数枚を
選んでからお越しいただくとスムーズに対応が出来ます。
★‥お越しいただく日が決まりましたら、電話にてご予約をお願い
します。

　　　成人式がおわったら…
卒業式を袴姿で、華やかに凛々しく出席されてはいかがですか？
社協では、卒業式用２尺袖着物、袴も取り扱っています。

※お問い合わせ 　朝来地域センター（朝来老人福祉保健センター）朝来市立脇３－１　
TEL　０７９－６７７－１６０６　（８：３０～１７：１５）

セット内容　振袖・帯・帯〆・帯揚げ・伊達衿・長襦袢

インスタグラムも
していますので
ぜひフォローして
ください！

☆今年度は新作着物が、
　入荷しています。
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 令和５年成人式振袖予約受付中 令和５年成人式振袖予約受付中まだ間に合います！！

ご予約された方にはもれなく足袋をプレゼント
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　多くの方々にご協力頂きながら、下記の日程で行います。
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

感染防止のため、
マスクの着用をお願いいたします。

特典 !!
以下を満たせば
ファーショールプレゼント
・�成人式の振袖姿をインスタ
グラムに投稿
・�成人式の振袖姿を社協にデ
ータ提供
　　（記録・広報として）

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 R4/11/9 R4/12/14 R5/1/11

●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。

※‥福祉バザーの会場で共同募金月間にあわせて募金活動を行います。ご自宅での1円・10 円・100
円等のコイン貯金などありましたら共同募金にご協力いただけませんか。よろしくお願いします。


