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この広報誌は、共同募金の
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30年の歴史に幕
デイサービスセンターかしのき園
〜たくさんの出会いと思い出をありがとう〜
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　デイサービスセンターかしのき園は約 30年間もの間、ご利用いただいた皆様、
ご家族、ケアマネジャー、業者様、地域の方々等・・たくさんの皆さまに支えら
れてきましたが、令和 5年 3月 31日をもって事業を廃止することとなりました。
　かしのき園を利用いただいた多くの利用者の皆さまと共に泣き、笑い、私たち
職員もたくさんの感動と思い出を頂きました。本当にありがとうございました。

長年のご愛顧長年のご愛顧
ありがとうございました！！ありがとうございました！！
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１．支援のはじまり　
　‥　民生委員から社協へあるご家庭のことで相談に乗ってほし
いとの連絡がありました。

２．相談内容の確認　
　‥　父、母、子の３人暮らしで母が外国の方で日本語がほとん
ど通じず、父も仕事で忙しくされており、地域の中で気にな
るご家庭であるとの相談をお聞きする。

３．関係者で情報共有　
　‥　父、母、子それぞれ関わっている方が違った為、関係者で
集まり、把握している情報を整理して、どう支援していけば
良いのかを話し合いました。

４．支援内容を相談　
　‥　関係者を通じて父、母とお出会いし、何度か訪問を重ね、
生活の中での困り事をお聞きしていくと母が日本の料理がほ
とんど作れないので教えてほしいとの相談をお聞きする。

５．ボランティアさんを調整　
　‥　社協の登録されているボランティアさんに一緒に料理を
作ってもらえないか相談したところ、快く引き受けてくだ
さいました。

６．支援の開始　
　‥　支援がはじまると言葉が通じにくいこともありましたが、
身振り手振りで伝え、母からボランティアさんへ次はこういっ
たものを作りたい等のコミュニケーションが増えていきまし
た。

７．現　在　
　‥　支援が開始し、約３ヶ月が経過していますが月に数回程
度ボランティアさんが訪問し、料理を一緒に作ることで母
が日本の料理を作れるようになりご家族も喜ばれ、美味し
いと食べてくれる姿を見て母も料理を作るのが楽しくなら
れているようです。

きっかけは民生委員の相談から…きっかけは民生委員の相談から…
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＊「お互いが支え合う区に」

＊「皆で一緒にお買い物」

＊「地域の仲間づくりや居場所づくり」

＊「ボランティア活動の一助に」

●わがまち食堂助成事業（申請の対象者：区長）

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（助成額上限 30,000 円）。‥年度内 1グループ 3回まで。
※普段交流が少ない高齢者等の参加により、　1名参加するごとにプラス 3,000 円追加助成します。
‥（最大追加助成 5名まで。）

ぷちサロン活動を実施するグループで、参加する地域住民が５名以上であり、そのうち 65歳以上の地域住民が半数以
上を占めているグループを対象に、１回あたり 2,000 円を上限に 100円単位で助成します。但し、助成回数について
は、年度内 12回を上限とします。

令和５年度　社協の助成事業令和５年度　社協の助成事業

選べるコース 助成上限額 内　　容

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

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、地域の支えあい・助けあいづ
くりを推進していくことを目的とするコース

②食堂とマップづくりコース ①コースの助成額にプラス10,000円 ①に加え、福祉マップを作成し、区内で情報を共
有するコース（このコースは複数回の助成不可）

③地区合同開催コース ①コースの助成額にプラス20,000円 隣接区が合同で食堂事業を開催するコース

【
年
度
内
３
回
ま
で
】

地域ミニデイ活動を実施しているグ
ループで、当該年度の活動実績に応じ
て助成します。

①24回以上
②13回から23回
③4回から12回

60,000円を上限
40,000円を上限
30,000円を上限　に助成します。

上記のミニデイ・ぷちサロン以外の構成員が3名以上のボランティアグルー
プで、当該年度の活動実績に応じて助成します。

※ 助成を開始して5年を経過したグループについては、育成期間を終了した
ものとみなし助成対象外となります

①12回以上
②8回から11回
③4回から7回

30,000円を上限
20,000円を上限
10,000円を上限
に助成します。

＊＊
＊

＊＊＊

＊＊

●あさごＳⅠ助成事業（地域福祉体制整備事業）(申請の対象者：区長)

●お出かけ助成事業（申請の対象：ミニデイ・ぷちサロン）

●ぷちサロン活動応援助成事業（申請の対象：ぷちサロン）

●つどいの場活動支援助成事業（申請の対象：ミニデイ）

●ボランティアグループ育成・助成事業（申請の対象：ボランティアグループ）

（従来の基本形）　
①区規約の改正
　　　＋
②福祉に関する部会または委員会を発足
　　　＋
③福祉マップの作成　30,000 円助成

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



もちろん
上記の生野高校の皆さんの
活動も助成事業の対象です
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～いつまでもお元気でいてくださいね～～いつまでもお元気でいてくださいね～
生野高校 ふれ愛交流事業が開催されました!!生野高校 ふれ愛交流事業が開催されました!!

令和５年度より
福祉教育活動助成事業を改正し活用しやすくしました

変更ポイント
①‥助成活動内容は「わかりやすく」「取り組みやすく」！
②‥対象を市内こども園、保育園、学校等に拡大！
③‥助成金は福祉及びその他の教育に関わる経費に充当可！

赤い羽根共同募金は、市内のこども園、保育園、小中高等学校及び特別支
援学校で取り組む福祉学習に役立てられます。未来を担う子供たちに「福
祉」を知る機会や興味・関心をもってもらいたいと考えています。

　1月 20 日、生野高校生が生野町内の一人暮らしの
高齢者宅を手作りのお菓子を持って訪問されました。

　この事業は、20 年以上前から開催されており、訪
問を通じて、「共生の心」「思いやりの心」を育てると
いう目的で行われています。

　持参したお菓子、“パウンドケーキ”は、家庭科部の生徒さんが、一週間前
から心を込めて作られました。
　メッセージカードは、一年生が、冬休みと 1月の「情報Ⅰ」の授業の中で
作成されました。
　当日は、家庭科部、生徒会執行部、有志の方々 18名が 10班に分かれ、老
人クラブの会員さんに道案内をお願いして、一人暮らしの方 135名のお宅と、いくの喜楽苑 (93 名 )
へ訪問されました。
　高齢者の方はニコニコ♡　と玄関先に出て来られます。
　「毎年来てもらってありがとう」「寒い時、からだに気をつけて頑張ってね」
などと声を掛けていただき、とても喜んでもらいました。

　いろいろな体験、経験を通じて、「思いやりの気持ち」を育んで、若い人に
も高齢の人にも「優しい」地域になればいいですね。
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赤い羽根共同募金赤い羽根共同募金
　　ご協力ありがとうございました。ご協力ありがとうございました。

＊＊ ＊令和４年度

令和４年度　募金実績額

8,144,052円
（昨年度　8,125,624円）

※法人募金にご協力いただいた事業所等のご芳名を
別紙折込みにてご紹介させていただいています。

〇戸別募金‥ ………… 6,064,769円
〇法人募金‥ ………… 1,492,000円
〇職域募金‥ ……………143,357円
〇学校募金‥ ……………138,949円
〇街頭募金‥ ……………124,372円
〇その他の募金‥ ………180,605円

皆さまからいただいた募金は、朝来市でのさまざまな福祉事業に使われます

ほっとコミュニケーション事業

この他にも

地域とまり木事業

生活困窮者支援

地域情報の発信

などがあります。

福祉教育指定校

地域応援助成事業

要見守り世帯の方々が、住
み慣れた地域で健康で安心
した生活を送れるよう支援
していきます。

お年寄りや障がいをお持ち
の方への理解を深めるため
に、車いす体験等の福祉教
育を行っています。

地域での身近なつどいのぷ
ちサロンやお出かけ事業な
どに助成を行い地域の活性
化をサポート！

朝来市共同募金委員会
事務局/朝来市社会福祉協議会　総合支援課　☎677-2702

＊＊
＊

今年度も皆さまからの温かいご協力でたくさんの募金が集まりました。
ありがとうございました。



今年の目標をウサギ達磨に書きました。ユーチューバーに
なりたい、仕事で居眠りと遅刻をしないなど目標は様々。
３月で卒業される方も最後まで頑張ろうね！
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　YOU・愛センターでは恒例の季節行事も
大切にしています。手作りの凧揚げや百人一
首。そして、初釜体験です。お茶席に必要な
掛け軸は、可愛いウサギや書初めを貼り皆
さんで作りました。いつもと違う雰囲気の中
で、お茶をゆっくりいただきました。

　冬の間はどうしても運動不足になりがちです。天
気の良い日は職員と一緒に川沿いをジョギングし
たり、散歩をします。すれ違う住民の方へ「こんにち
は」と大きな声で挨拶もされています。見かけたら、
どんどん声をかけてくださいね。コロナ禍の中、地
域の皆様との温かい交流がなによりうれしいです。

※毎年イオン様より利用者一人一人にクリスマスプレゼントをいただいて
います。又イエローレシートにより、施設で使う品物もいただけます。地域
企業の応援にとても感謝しています！

寒くてもへっちゃらです！寒くてもへっちゃらです！

　今年も岩津ねぎの出荷準備の作業を頂きました。
昨年度の積み重ねがあり、職員も要領を得たことで的確に作業支援ができるようになったこ
と、作業分担がはっきりしてきたことで利用者の作業スピードのアップにつながっています。
　今年度初めて作業をされた利用者もはじめは
「できるかな・・」と不安で一杯だったようですが、
難なくこなされそれが自信につながり、作業す
ればするほど工賃に反映されることが一番の魅
力になっています。
　作業内容に違いはありますが、昨年度に比べ
一日に処理できる作業量はほぼ 1.5 倍の早さで
処理できるようになってきています。来年もパ
ワーアップを目指し、取り組んでいきます。

～あさごふれ愛の郷ニュース～～あさごふれ愛の郷ニュース～

昨年の作業の成果が徐々にでてきました昨年の作業の成果が徐々にでてきました

YOU・愛センターYOU・愛センター

あさごふれ愛の郷あおぞらあさごふれ愛の郷あおぞら



　宅老所えんやは、昨年４月より生野のひなたぼっこと合併し、サテライ
ト型通所介護となりました。宅老所えんやが主でひなたぼっこ（サテライ
ト）が出張所となります。２施設で皆さんが一緒に宿泊されたり、交流会
をしたりと朝来地域の方だけでなく、生
野の方との交流もありとても賑やかで楽
しい施設です。
　季節行事や壁画制作に力を入れていて、
壁画を見て季節を感じていただいていま
す。
　レクリエーションでは、塗り絵や脳ト
レ、洗濯をたたんでいただいたりと、い
ろんなことに取り組まれています。

＊小規模多機能施設　宅老所えんや

　ひなたぼっこでは、少人数で家庭的な環境の雰囲気の中でゆっくりとした時
間を過ごして頂いています。その中で利用者それぞれにやりたいことを活動に
取り入れています。
　細かい作業が得意な方は壁面制作に。時間を忘れるほど熱心にされていま
す。
　また利用者の中には「何でもするでぇ」
と声を掛けて下さる方もあり洗濯物たたみ
や食器洗い、テーブル、お盆拭き等手伝っ
てくださいます。
　季節を感じられるようお花見・紫陽花・
紅葉見学にも毎年出掛けて、「楽しみの持
てるひなたぼっこ」であり続けられるよう
心掛けています‥。
　ぜひご見学等ご相談ください。

＊小規模多機能施設ひなたぼっこ

朝来市社会福祉協議会　介護保険施設ご利用状況　1 月末現在

事業名 施設名 住所 TEL 担当 定員 登録人数 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 14人 0人
おくらべ 和田山町宮田 673-3060 長崎 24人 19人 5人
ひばり 山東町溝黒 676-5511 須磨 24人 21人 3人
えんや 朝来市立野 678-1152 小田垣 24人 24人 0人

事業名 施設名 住所 朝来市立脇
定員

ご利用人数

認知症デイ ふらっと
TEL 677-1114 月 火 水 木 金 土
担当 松岡 9人 9人 9人 9人 8人 9人 5人

受け入れ可能な人数 0人 0人 0人 1人 0人 4人
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社協の施設はこんなとこ!
最終となった第 4 弾は小規模多機能施設宅老所えんや、

小規模多機能施設ひなたぼっこをご紹介します。

第
４
弾
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民生委員さんのご協力
・対象者の方をリストアップ
・‥訪問日を対象者の方と調整いただきま
した
・‥訪問の際に（社協が不審に思われない
よう）事前にお声かけいただきました
・顔合わせに同席いただきました

社協が出来たこと
・一人では寂しいからと、お話相手が出来ました
・‥近所の人には会いにくいが、社協であればと
お会い出来ました
・‥民生委員さんも普段お会いできない方に会
え、喜んでいただきました

地域での民生委員さんとの連携
―ほっとコミュニケーション事業―

●連携した一部をご紹介

★連携をきっかけに、こんなことも

　朝来市社協が実施している配食サービス事業を、令和５年３
月３１日をもって廃止いたします。

　朝来市社協合併時の平成１７年度より高齢者向けの３６５日
型の配食サービスの先駆けとして事業を開始し、今日までの約
１８年もの間、多くの方にご利用いただきましたが、近年では市
内での高齢者向け配食サービスや食材確保の手段も少しづつ増
加する中で、当サービスは一定の役割を果たしたと考え、事業廃
止の判断に至りました。

　今までご利用いただきました方 （々ご家族様）、居宅介護支援
事業所様、調理を担当いただいた業者様等、多くの皆様に支え
られてここまで事業を継続できたことに心より厚くお礼申し上
げます。

　なお、現在のサービス利用者の方々には個々に今後について
相談・対応をさせていただいております。

75歳以上の要見守り独居高齢者を対象に“ほっとコミュニケーション事業”を実施しています。お
誕生日月にお祝いの品をお届けする他、民生委員さんと連携して見守り世帯の方の様子をお聞か
せいただいたり、何らかの支援につなぐお手伝いをさせていただいたりしています。

・デイサービスを利用したいと希望をお聞きし、高齢者相談センターにお繋ぎしました
・‥足が痛そうにされていることが気になり民生委員さんにお繋ぎしました。その後、民生委員
さんとその方のご家族とがお会いされることになり、その場に同席して訪問時の様子などを
お伝えする予定です。

配食サービス事業　廃止のお知らせ
令和4年12月末まで令和4年12月末まで
延べ291,314食を延べ291,314食を

提供させていただきました！提供させていただきました！

高校生が作られた、小物をプレゼントしました。高校生が作られた、小物をプレゼントしました。

普段の配食の様子普段の配食の様子



《加入対象者》　ボランティア活動をされる団体・個人
《保　険　料》　１名につき５００円
　　　　　　　※‥ボランティア市民活動センターにボランティア登録されている団体及

び個人の方には社協が２００円負担します。

《補　償　期　間》　２０２３年４月１日～２０２４年３月３１日
　　　　　　　‥※ただし、４月１日以降の申し込みは、手続き翌日からの補償開始

になります。

《補　償　内　容》　�活動中のボランティア本人のケガ、第三者の身体・
財産への損害他にも対応。

そのほかにも
　■兵庫県ボランティア・天災危険補償プラン
　　　‥ボランティア活動中の天災（地震・噴火・津波）によるけがを

補償します。
　　　　（掛け金：1名につき600 円）

　■兵庫県ボランティア活動等行事用保険
　　　‥1日だけ、もしくは宿泊を伴う行事活動中のボランティアスタッフ

や参加者のケガ、行事主催団体の賠償責任などを補償します。
　　　（掛け金：1名につき50 円～。活動内容等で異なります。）

被災家屋の掃除中にガラ
スを割ってしまいましたが、
ボランティア共済を使って
修繕してもらいました。

ぬれた路面で滑って転倒、
骨折しましたが、入院・手
術費用など共済で支払っ
てもらいました。

兵庫県ボランティア・市民活動共済兵庫県ボランティア・市民活動共済
ボランティア活動中の万が一の事故に備える

申込受付を開始します！
令和５年度

【お申し込み・お問い合わせ】 各地域センター及び総合支援課まで
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 ご

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 R5/3/8 R5/4/12 R5/5/10

●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。

生野
善意の預託
●金銭預託
・生野町仏教会　代表　渡邊芳英
　（歳末助け合い托鉢浄財）
・匿名1件（浄財［地蔵尊］）
●物品預託
・株式会社　タクミナ
　（食品）

和田山
善意の預託
●物品預託
・久世田	 古川　友明
　（岩津ねぎ　4㎏×2箱）

山東
供養預託
●金銭預託
・大垣区	 藤原美和子（亡母）
・迫間区	 匿名（亡母）
善意の預託
●金銭預託
・山東町仏教会
　（歳末･慈悲の托鉢の浄財の一部	2件）
・山東民生委員児童委員協議会（2件）
・与布土小昭和26年度卒業生同窓会残金
　代表　木村次雄様（ 15,630円）

朝来
供養預託
●金銭預託
・山本区	 関　　　知（亡妻）
・伊由市場区	 古田　諄輔（亡母）
・多々良木区	 匿名（亡夫）

善意の預託
●金銭預託
・木村医院職員一同（2件）
・匿名1件（備品借用礼）

市内全体
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」
　（チャリティー募金【 14,620円】）

市外
善意の預託
●金銭預託
・但馬地域兵庫県職員一同
　（歳末愛の志）

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。

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12月1日～令和5年1月31日

＊＊


