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『大石名残の松』近辺
旅館、民家、海景の味は、描き
たくなる画因であり、絵になる風
景だと思っていました。
この辺りは、毎月実施されてい
る「御崎マルシェ」でもにぎわう
場所です。
（広報委員長 村下）

「あこう社協だより」は、赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

見守りあいで安心して暮らせる地域になろう！ ③
前回までは、赤穂市の高齢化の推移、それに伴う「地域における見守りあい」の大切さについて考え
てきました。
今回は、高齢者をはじめ地域の誰もが気軽に立ち寄り、お茶を飲んだり食事をしながらおしゃべりの
できる「居場所づくり」のヒントを紹介していきます。

地域の居場所って ??
地域に住むだれもが自由に参加でき、自分の意思で関わることによって、一人ひとりが生
きがいをもって過ごせる場所です。そこでのふれあいが、地域での見守りあいのきっかけに
なります。

居場所があると、もっと住みやすいまちに
人とのふれあい、助け
あいの中で、自分に自
信を持つ

自分の役割を見つけるこ
とで、生きがいになる

いつでも立ち寄れて、
いつでも帰ることがで
きる

子ども、高齢者、障がい
者、主婦など、さまざま
な立場の人が利用できる

居場所があると
見守りあいも
しやすくなります

「地域の居場所」ってどんなとこ？

ふれあい・いきいきサロン

ボランティア
サークル活動

ふれあい喫茶

赤穂市の高齢化の状況は、今後ますます加速することが予測されています。
住み慣れた赤穂のまちで、安全・安心に、自分らしく生活していくためには、地域における支えあいの輪を、
一人ひとりが広げていくことが大切です。
赤穂市でも、「地域の居場所づくり」のための活動が始まっています。
その活動の一部を、次のページから見ていきましょう！
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おじゃまします！

地域の居場所
その１

ふれあい・いきいきサロン

地域に住むだれもが自由に参加でき、自分の意思で関わることにより、自分を生かしな
がら過ごせる場所が、ふれあい・いきいきサロンです。
サロンで人と人のつながりが生まれると、助けあいが広がります。今回は、市内２カ所
のサロンの取り組みを紹介します。

楽しく過ごし、コミュニケーションをとりあう場づくりを目指して
〜南野中 村民の会（赤穂地区）の取り組み〜
平成27年12月23日（水）にクリスマス会を開催し、子どもから高齢者まで
約35名が手作りお菓子や地元有志によるコンサートを楽しみました。夕方に
はサンタに変身したメンバーが事前に希望のあった世帯、ひとり暮らし老人
のお宅、高齢者世帯のお宅に、サプライズで訪問しました。
プレゼントに、「何か困ったことはない？」と気遣う言葉も添えられ、「ま
さかプレゼントをもらえるなんて」と突然の登場に驚きながらも、とても喜
ばれていました。代表の有年さんは、「どうやったら気軽に足を運んでくれ
る場になるのか、毎回試行錯誤している。これからも、地区の人それぞれに
役割を持ってもらい、活動を続けていきたい」 と話してくれました。

老若男女問わず地域住民が集える場づくりを目指して
〜わいがやサロン公会堂（城西地区）の取り組み〜
１月19日（火）のサロンでは約36名が集い、ボランティアグループ
「鼓会」の演芸を見ながら、抹茶や手作りぜんざいを味わい、その後は
テーブルを囲んでおしゃべりを楽しみました。
「家にいても一人か二人。みんなに会えるのが楽しみ」
「毎回お腹の底から笑っている」と参加者は話してくれました。
楽しみに来てくれる人がいる一方で、「もっと多くの方に気軽に参
加してもらいたい」と話す代表の粟田さん。サロンの内容や開催日な
どを工夫しながら、名前の由来である「わい（わい）がや（がや）」で
きる場づくりを、仲間とともに目指しています。

上郡町のいきいきサロンとの交流・見学
「なるほどっ！そんなやり方もあるのかぁ！」
11月〜1月にかけて、上郡町のサロン６カ所へ、赤穂市でいきいきサ
ロンを実践している延べ20名が参加しました。
サロンによって運営方法はさまざまですが、世話人・参加者の枠を超
えて全員でサロンを盛り上げる姿はどこも同じ。
「どうやったら男性の参加者が多く来てくれる？」
「この工夫、次からうちでも取り入れよう」など、それぞれの参加者
が、サロン運営のヒントを持ち帰りました。
このほかにも、社協では「サロン実践講座」や、これからサロンづくりを始める方への「サロン作り方講座」な
どの運営支援を行っています。
また、地区の集会所などで月１回以上、５人以上が集まることを条件に、年２万５千円の補助金を交付してい
ます。（開始時期などの条件あり）
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子どもから高齢者まで、みんな集まってこそ地域になる！
地域の居場所
その２

駅東喫茶はじめました

〜駅東パートナーサービス（赤穂地区）の取り組み紹介〜

駅東パートナーサービスは平成 23 年に発足し、住民へのアンケート調査や福祉マップづくりを通し
て、よりよい地域づくりのために活動しています。

駅東ってどんな地区？（福祉マップ作りや日頃の活動から見えてきた事）
近くに大型スーパーやコンビニもあり、生活の便は良い方だ
ひとり暮らしの人もいるが、近くに身内がいる人が多く、手助けがある
月１回の清掃活動やミカン狩りなどの行事に多くの方の参加がある
「助けあいは必要。出来る範囲で協力したい」という住民は多いが、
「何をしたら
いいのか分からない」と思っている住民が多い
地区が５組に分かれており、地域内で気やすく声かけができるような関係づくり
が、まだまだ不十分（転入者の多い組がある）

地域づくりの目標
若い世代を呼び込み、地域内で気やすく声かけ
ができるような、顔の見える関係ができないか？

➡

駅東喫
茶
誕生

集会所で喫茶をオープンし、
住民の集まれる場所を作ろう！

駅東喫茶の開店は、
平成 27 年 10 月より検討、打ち合わせや準備を重ね、
やっと当日を迎えました。
初開店となった１月 24 日（日）
、数十年に一度と言われる寒波が襲来
する中、開店時間になると、約 30 名の住民が集会所に集まりました。
会場には、来た人が楽しめるように、世話人手作りの魚釣りゲームや
輪投げ、カードゲームなどが用意され、コーヒーやジュースを飲みながら、
組を越えての交流が行われました。
参加者より

▼お父さんと参加した西悠輝くん
「魚釣りが楽しかった。また来たいです」
▼３人の子どもを連れて参加した杉谷千夏子さん
「今は知らない人に声をかけると、不審者扱いされる時代なので、
こういう場があって、地域の人と顔見知りになれると安心できま
す。（自分の）親世代の方からも、いろいろ学びたいです」
初開店を終えて…世話人より

たくさんの人に参加してもらうため、チラシを開催１カ月前と１
週間前の２回配布した。これからは、毎月１回の開催として、チラ
シの配布に加えて、口コミで広げていきたい。
まだまだ始まったばかりだが、喫茶がきっかけで、地域内のつな
がりの輪が広がっていけば嬉しい。
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安心して暮らせる地域づくりに向けた社協の取り組み
それぞれの地域の良さを見つけ、それを生かした地域づくりを行っていく方法やアイデアを皆さんと一緒
に考える研修会などを開催しています。その一例を紹介していきます。

①先進地の地域づくりを学ぶ 「とりあえずやってみようや」〜パートナーサービス視察研修〜
あいはし

１月９日（土）
、
「合橋地域づくりの会生活支援部会」
（豊岡市）への視
察研修にパートナーサービス実践者ほか、33 名が参加しました。
部会設立から活動の開始、現在の活動状況などの説明を受けた後、自
由な本音トークを通してこれからの地域づくりについて一緒に考えまし
た。
「100 人のうち、1 人でも 2 人でも困っている人がいるなら、その人の
ために活動を続けていこう」
「ぼつぼつでも続けていこう」など、部会メ
ンバーからのメッセージに、継続した地域づくりの大切さを学びました。

②住民間交流を応援！

〜レクリエーション用品等貸出事業〜

ふれあい・いきいきサロンや自治会、子ども会などの行
事を盛り上げるために、レクリエーション用品の貸出を行っ
ています。（無料）
貸出用品の詳細は、社協までお問い合わせください。

③住んでいる地域に目を向けてみる

ハンドベル

〜小地域研修会・座談会〜
「福祉のことをもっと知りたい！」な
ど、福祉への理解を深めたり、地域の
現状や課題（良いところや悪いところ）
を知り、自分たちが「住み続けたい」
地域の将来像を実現する手掛かりにし
ます。

④地域における見守りあいの大切さを考える

小地域リーダー研修会 受講者募集
様々な実践発表を通して、今一度地域を考える
機会、住民相互のたすけあい活動を考える機会と
して、研修会を開催します。
日

場

時：第１回 ２月23日（火）
午後１時30分〜３時30分
第２回 ３月 ５日（土）
午後１時30分〜４時
所：総合福祉会館 ３階集会室

参 加 費：無料
申込締切：第１回 ２月15日（月）
第２回 ２月26日（金）
※２回シリーズの講座ですが、１回だけの参加
も可能です。

（第１回）
「小地域福祉活動と見守り活動」

〜見守りネットワーク活動で福祉のまちづくり〜
・ふれあい・いきいきサロン実践発表
［寄居家和（坂越東之町）
・西町なかよし会（尾崎）］
講師 滋賀県高島市社会福祉協議会
法人本部地域福祉課 係長

あこう社協だより
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学士 氏

（第２回）
「福祉協力校実践発表と小地域福祉活動」

〜学校から家庭・地域へつながる福祉教育〜
・福祉協力校実践発表（塩屋小・高雄小・有年小・赤穂中）
講師 大阪教育大学教育学部教養学科
人間科学講座 准教授

新崎

ご相談・お問合せは、社会福祉協議会（☎42−1397）まで！
5

杉本

国広 氏

歳末たすけあい運動

8,490,477円集まり、7,150,000円配分されました。

昨年12月の歳末たすけあい運動では、皆さんからの
温かい気持ちが集まり、目標額を上回る募金が寄せられ
ました。募金は、右記のとおり支援が必要な方々へのた
すけあい金、住民参加型のふれあい事業などに配分され
ました。たくさんのご協力ありがとうございました。

金

募 金
種 別

（単位：円）

目標額

戸 別

内

実績額

件

数

訳
１件当たり

7,372,969

15,190戸

485

職

域

145,332

22職域

6,606

法

人

541,579

99法人

5,470

有

志

265,892

25件

10,636

街 頭

77,329

1回

77,329

無

87,376

225箇所

388

人

合 計
２．物

7,500,000

7,500,000

8,490,477

達成率113.2%

品

（単位：円）

もち米30㎏

（単位：円）

区

分

件 数

高雄小学校児童会

金 額

在宅重度障がい者（児）たすけあい金（事務費含）

3人

児童・障がい者・老人福祉施設入所者たすけあい金

41人

205,000

464人

975,000

9地区
(2,243人)

1,579,000

被保護・要援護世帯児童生徒お年玉

募金実績
１．募

配分実績

ひとり暮らし老人・高齢者世帯へ
友愛訪問

180,000

赤穂精華園教材費

1園

30,000

さくらこども学園教材費

1園

30,000

1団体

30,000

14箇所
(2,135人)

2,750,000

更生保護女性会助成金
三世代交流もちつき大会
（ひとり暮らし老人・高齢者世帯）
ふれあい・いきいきサロン事業

475,000

介護特別食サービス助成金

270,000

三世代交流事業

175,000

生活困窮者支援事業

98,000

ひとり親家庭ランドセル購入助成事業

303,000

サンタクロース衣裳貸出事業

11件

配分金合計

50,000
7,150,000

※募金額と配分額との差額は、次年度に繰り越します。

今年度、新たに「サンタクロース衣裳貸出事業」を行
い、クリスマスイベントの盛り上げに活用されました。

締切
! ひとり親家庭などを対象に
せまる

友愛訪問（城西地区）
あなたのやさしさを善意の窓口へ―――

赤穂市善意銀行
マスコットキャラクター

ランドセル購入費用を助成します !!

１．対

象 市内在住で平成28年４月に市内小学校へ入
学する子どものいる、児童扶養手当を受給
しているひとり親家庭、または両親ともいな
い家庭で、助成を希望される方。

２．申込期限

平成28年２月29日（月）まで

３．助成金額

１人当たり 上限20,000円

４．必要書類

・ひとり親家庭ランドセル購入助成申請書
・児童扶養手当証明書（写）
・健康保険証など子どもの生年月日が分か
る書類（写）
・ランドセルを購入した時の領収書（写）
※保護者または子どもの名前が記入されたもの

５．申込方法

上記必要書類を社会福祉協議会へ提出して
ください。
※助成申請書は、社協窓口かホームページか
らダウンロードできます。

あたたかい善意をありがとうございました

預託状況（12月19日〜 1月31日受付分）

ぜんい君

●委任預託
住

所

こころちゃん

〈敬称略〉

預

託

者

キャンディー

金

額
5,000

匿

名

100,000

預

託

内

容

しあわせフェスティバル売上金を
感謝

匿

名

10,000

福祉のために

本水尾町

匿

名

50,000

亡父満中陰志

元

町

山 本 弘 子

5,000

車椅子借用御礼

上 郡 町

三 上 芳 範

5,000

福祉のために

加里屋中洲

匿

名

5,000

車椅子借用御礼

加 里 屋

DSL．ジャパン株式会社

30,000

尾

崎

匿

名

5,000

尾

崎

赤 松 啓 至

50,000

福祉のために
車椅子借用御礼
亡母
（澄子）満中陰志

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい運動に
ご協力ありがとうございました。

ご協力いただいた企業・個人寄付者名を掲載いたします。（１口 5 千円以上抜粋・順不同）

赤い羽根共同募金
法人（大口）募金・個人（大口）寄付者
法人１口（112 件）赤井歯科医院、秋山成長クリニック、アグロケミテック㈱、赤穂あらなみ塩㈱、赤穂共栄住宅㈱、赤穂交通安全協会、赤穂生コン㈱
赤穂パン㈱、赤穂ボランティア協会、
（一社）
相生・赤穂市郡歯科医師会、
（一社）
赤穂市医師会、
（医）
黒田如水会黒田医院、井川木材㈱、入潮産業㈱、岩本鮮魚店
魚正、エスオーシーマリン㈱、大木産業㈱、おおしま眼科、奥野鈑金㈲、小野高速印刷㈱、㈱赤穂国際カントリークラブ、㈱赤穂ブルドーザー、㈱あこうにしき
㈱赤穂ユニテックサービス、㈱五実興産、㈱ウエスト神姫、㈱エクステリア竹内、㈱亀井産業、㈱カンペ赤穂、㈱木戸組、㈱クリハラント赤穂工業所
㈱小西工務店、㈱三美、㈱霜野組、㈱関工務店、㈱総本家かん川、㈱田原文具センター、㈱中国銀行赤穂支店、㈱東陽環境センター、㈱中田鉄工所
㈱中野建設、㈱西原管工設備、㈱日産電工、㈱原鉄工所、㈱備生本店、㈱三木組、㈱森崎組、㈱ＭＯＲＥＳＣＯ、㈱ヤナギハラ、㈱横山サポートテック
㈱山本商店、鹿久居荘赤穂店、柏木鉄工所、梶原外科、木南歯科医院、きむクリニック、クマモト食品工業㈱、神戸新聞赤穂専売所、更科、澤田医院
三協電機㈱、
（資）中村鉄工所、（社）赤穂観光協会、ジオマテック㈱、主婦の店㈱本部、吹田鉄工㈱、杉口整形外科、杉本商店、瀨尾種苗店、田淵医院
せの内科クリニック、ダイネン㈱赤穂営業所、たけもとクリニック、千種建設㈱、デイサービスわかば、呑海楼、中川眼科クリニック、中田第二歯科医院
中谷機工㈱、中村印刷㈲、中元鉄工㈱、日本塩回送㈱赤穂支店、ノア、ハヤシアグロサイエンス㈱、播州信用金庫赤穂支店、日生信用金庫赤穂支店
兵庫信用金庫赤穂支店、福田産婦人科、藤野内科クリニック、ヘルシーガーデン、堀クリニック、前田石油㈱、御崎タクシー㈱、みやざき食塩工業㈱
守岡自動車商会、㈲赤穂サッシ販売、㈲エム・エス・ティー、㈲小國商店、㈲かねと運輸、㈲ koji 建設、㈲山陽水産、㈲字遊舎、㈲西備建材店、播磨屋
㈲瀬戸内工業所、㈲つづれや、㈲富士工業所、㈲山本冷機、菱彩テクニカ㈱赤穂工場、ロザイ工業㈱赤穂工場、渡辺内科小児科医院
個人１口（10 件）中井加和恵、千﨑紀美子、粟田典伸、村上建明、伊多義典、小寺康雄、馬場三郎、北川良邦、西 元男、匿名
法人 2 口未満（２件）石川整形外科、シオヤ外科胃腸科医院
法人 2 口（35 件）アース製薬㈱、赤穂市漁業協同組合、赤穂ロープ㈱、アビック赤穂店、
（医）櫻仁会赤穂記念病院、
（医）てんわかかりつけ医院
（医）伯鳳会赤穂中央病院、奥村組土木興業㈱有年砕石工場、㈱赤松工業、㈱魚稚、㈱岡本鉄工所、㈱おさきかもめ屋、㈱元祖かもめ屋、㈱葛島工務店
㈱デイリーエッグ、㈱虎王 虎王Jr．
、㈱ネオス、㈱パルシーズン、㈱ミチビキ建材、㈱目木組、関西福祉大学、関電㈱赤穂発電所協力会社自治会
くぼかわ医院、高周波熱錬㈱赤穂工場、正同化学工業㈱赤穂工場、太陽鉱工㈱赤穂工場、寺田産業㈱、東洋紙業（資）
、㈲こばやし葬祭、㈲三弥
㈲フォーティセブンリカーズ、ユニチカ㈱坂越事業所、和光純薬工業㈱播磨工場、アーバンハウス㈱
法人３口（１件）イオンリテール㈱イオン赤穂店
法人４口（３件）イオン赤穂店専門店会、住友大阪セメント㈱赤穂工場、三菱電機㈱系統変電システム製作所
法人６口（３件）
（医）
千水会赤穂仁泉病院、タテホ化学工業㈱、桃井製網㈱
個人 2 口（２件）木村音彦、匿名

歳末たすけあい運動
法人寄付者
法人１口（83 件）アース製薬㈱、赤井歯科医院、アグロケミテック㈱、赤穂共栄住宅㈱、赤穂市漁業協同組合、赤穂生コン㈱、アビック赤穂店
赤穂リゾート開発㈱
（赤穂パークホテル）
、
（一社）
相生・赤穂市郡歯科医師会、
（一社）
赤穂市医師会、
（医）
黒田如水会黒田医院、大木産業㈱、大嶋皮膚科医院
小川機工㈱、奥野鈑金㈲、㈱あこうにしき、㈱赤穂ブルドーザー、㈱赤穂ユニテックサービス、㈱五実興産、㈱エクステリア竹内、㈱岡本鉄工所、㈱カゴタニ
㈱亀井産業、㈱木戸組、㈱木本ガス設備、㈱葛島工務店、㈱クリハラント赤穂工業所、㈱小西工務店、㈱三美、㈱ジョイハシモト、㈱関工務店、㈱総本家かん川
㈱田原文具センター、㈱中国銀行赤穂支店、㈱デイリーエッグ、㈱東陽環境センター、㈱中田鉄工所、㈱中野建設、㈱日産電工、㈱原鉄工所、㈱三木組
㈱目木組、㈱ヤマノデンキ、㈱山本木工、㈱横山サポートテック、㈱和田工務店、片上運輸㈱、亀井第二歯科医院、くいどうらく㈱、是兼モータース㈱
更科、三協電機㈱、
（宗）花岳寺、吹田鉄工㈱、ダイネン㈱赤穂営業所、千種建設㈱、千鳥ヶ浜開拓農業協同組合、東洋紙業（資）
、トヨタカローラ姫路㈱赤穂店
中谷機工㈱、中村印刷㈲、日本塩回送㈱赤穂支店、ハヤシアグロサイエンス㈱、播磨屋、兵庫信用金庫赤穂支店、堀クリニック、前田石油㈱、御崎タクシー㈱
桃井製網㈱、やの写真館、㈲赤穂書房、㈲井筒書店、㈲エム・エス・ティー、㈲近畿調理機、㈲西備建材店、㈲つづれや、㈲濱地塗装店、㈲富士工業所
㈲山本冷機、ユニチカ㈱坂越事業所、ユニチカ赤穂開発㈱赤穂カンツリー、菱彩テクニカ㈱赤穂工場、ロザイ工業㈱赤穂工場
法人２口（９件）赤穂ロープ㈱、
（医）
千水会赤穂仁泉病院、㈱おさきかもめ屋、㈱ミチビキ建材、㈱吉野工業所、関西福祉大学、正同化学工業㈱赤穂工場
㈲フォーティセブンリカーズ、㈱パルシーズン
法人４口（１件）くぼかわ医院

戸別募金
地区名
赤穂地区自治会
城西地区自治会
塩屋地区自治会
西部地区自治会
尾崎地区自治会
御崎地区自治会
坂越地区自治会
高雄地区自治会
有年地区自治会
計
7
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職域・団体・有志寄付者（３千円以上抜粋）
金額（円）
1,159,500
963,300
1,373,989
409,000
1,165,180
861,000
625,500
369,000
446,500
7,372,969

戸数（戸）
2,459
2,135
2,781
817
2,394
1,722
1,251
738
893
15,190

No.11 2016年2月

赤穂高校全日制、城西幼稚園、赤穂幼稚園、赤穂東中学校、赤穂特別支援学校
特別養護老人ホーム瀬戸内ホーム、ロザイ工業㈱赤穂工場、ＪＡ兵庫西赤穂支店
三菱電機労働組合赤穂支部、ＪＡ兵庫西塩屋支店、㈲フォーティセブンリカーズ
伯鳳会プラザ、社会福祉協議会・福祉会館、西播磨地域県職員歳末愛の預託運動
ＭＯＡひまわり会、手作り文化伝承の会、あこう傾聴の会、演芸サークル東友会
レディースボランティア、土筆会、ほほえみ会、ボランティアグループあじさい
御崎地区民生委員協議会、ふれあいスポーツ赤穂、ひのきしん、赤穂プロパン
シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー、 赤 穂 ボ ラ ン テ ィ ア 協 会、 赤 穂 西 中 学 校 生 徒 会
民謡同好会「塩華」
、赤穂市仏教会

無人募金（３千円以上抜粋）
とね歯科クリニック、主婦の店赤穂店、主婦の店尾崎店、ＪＲ播州赤穂駅
イオンリテールイオン赤穂店、赤穂市役所

歳末たすけあい
い

三世代交流もちつき大会

昨年末、市内14地区において、子どもから大人・お年寄りが各地区の公民館等につどい、
三世代交流もちつき大会が行われました。
できあがったもちは、対象のひとり暮らし老人・高齢者世帯2,135名に配られました。

赤穂地区

新町

上仮屋

城南

千鳥

大町

宮前

塩屋地区

西部地区

尾崎地区

御崎地区

坂越地区

高雄地区

有年地区
No.11
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―生活の不安に応える―

福祉サービス利用援助事業

お手伝いできる内容は？
この事業でお手伝いできることは、次の４つです。
①福祉サービスの利用に関する相談や助言、事業者との
契約に関すること
②金融機関でのお金の出し入れや、公共料金、福祉サー
ビス利用料などの支払いなど日常の金銭管理に関する
こと
③郵便物の確認と、手続きが必要な場合の
お手伝い
④紛失の恐れがある通帳や、印鑑・公的書
類などの預かり

18

﹁自分らしく︑住み慣れた地域で安心して住み続けたい﹂

認知症や知的障がい、精神障がいなどが
原因で、判断することに不安のある方を対
象に、介護保険などの福祉サービスの手続
きや、お金の管理をお手伝いする事業です。

だれもが持っているこの願いの実現を︑
﹁福祉サー
ビス利用援助事業﹂がお手伝いします︒
赤穂市社協では︑現在 名の方に︑この事業を利
用していただいています︒ひとり暮らしの方だけで
なく︑家族と一緒に暮らしている方もお手伝いしてい
ます︒
少しのお手伝いで︑安心した生活を送ることがで
きます︒事業の詳しい内容については︑社協までご
相談ください︒

福祉サービス利用援助事業って何？

少しずつ物忘れが出てきたＡさんの場合…
■サービス利用のきっかけ

Ａさん（85 歳）

Ａさんはひとり暮らしで、週に３
回デイサービスへ通って生活してい
ます。
「最近、自分の通帳をどこに置い
たのか分からなくなり、家中を探し
回ることが何度かあったようだ」と
担当のケアマネジャーから連絡が入
りました。

■サービス契約後
Ａさんは、社協に通帳を預けることにしました。
そして、月２回生活支援員が自宅に生活費をお届け
することになりました。公共料金の支払いについても、
一緒にお手伝いします。
（契約後は、利用料が必要です［１時間 500 円］
）
今では、通帳などの管理の他にも、光熱費や携帯代
の支払いなど、生活支援員と一緒に確認しながら支払
えているので、安心した生活を送れています。
9
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■サービスを利用するまで
社協の担当職員（専門員）が、Ａ
さんのご自宅への訪問を重ね、Ａさ
んの思いに沿った支援計画を作成し
ます。
その支援計画に納得していただけ
れば、契約を行います。
（契約前の相談や支援計画の作成は
無料）

ܭႎỆẆ ဃ
ૅੲՃỉʴầấ
ửފẬềẪủ
ềяẦỦễ῍Ẃ
ᡫࠚửễẪẴ࣎
ᣐờễẪễẾềợ
ẦẾẺẇ

気軽にきてね！

開設５年

ふれあいの家
わたしんち

「ふれあいの家 わたしんち」
ってどんなところ？
築８０年の古民家を活用した “小規模デイサービス” です。介護が必要な方が介護保険制度を使い、自宅
に近い環境で、普段の生活の中でできることを一緒にし、ゆったりと１日を過ごしていただきます。
また、介護が必要でない方でも、買い物の途中に立ち寄ったり、気軽に来ていただけます。

どんなことをして過ごすの？
介護の専門職員が寄り添い、一人ひとりの利用者さんのやりたいことをお手伝いします。
また、さまざまなボランティアさんの支援を受けて、買い物・習字・絵手紙・歌・体操・踊り・
ゲームなど、地域のみなさんと一緒に生活リハビリを実施しています。

ふれあいの家
わたしんち

野菜づくり

赤穂市塩屋６５６−１７

ＴＥＬ：０７９１−５６−６６４４
ＦＡＸ：０７９１−５６−６６３１
開設日／月曜日〜土曜日
（日曜日、１２月２９日〜１月３日は休み）
午前９時〜午後５時
定 員／１日１０名
※家族介護でお困りの方、デイサービスに興味
のある方、どなたでもお気軽に見学にお越しく
ださい。

ケーキづくり
No.11
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まち発見！

あこう福祉ニュース
大切なのは…伝えたいこころ
１月21日、赤穂中学校１年生125名を対象に、手話学習を
実施しました。
聴覚障がいを持つ人の、生活のしづらさに気付き、手話だ
けでなく、聞こえない人とのコミュニケーションの方法を、
実践を交えながら学びを深めました。

語り継ぐ 21 年
１月１７日、
「1.17ひょうごメモリアルウォーク2016」が開
催され、赤穂市社協と相生市社協の募集に応じて集まった
42名が参加しました。神
戸市立中央体育館から
ＨＡＴ神戸までの約５キ
ロを歩き、また「1.17のつ
どい」などにも参加。21
年 前の阪神・淡 路 大 震
災の犠牲者を鎮魂し、こ
れまでの神戸の歩みや
復興への思いを共 有し
ました。

真剣勝負の交流会
１月23日、福祉会館において地域当事者交流会（西播磨
圏域自立支援協議会主催）が開催されました。これは、相
生市・上郡町・赤穂市に住む、障がいを持つ当事者の生きが
いや仲間づくりを目的として開催されています。この日は、
29名が参加し、ＳＴＴ（サウンド・テーブル・テニス）をしな
がら、交流されました。

人形たちの世界へようこそ
１月30日、
おもちゃライブラリーの冬のイベントとして、
「人
形劇がやってくる！」を開催し、大人と子ども合わせて66名が
参加しました。
人形劇グループ『みっくすじゅうす』や陣たくんが会場を
盛り上げ、
子どもたちは夢中で鑑賞し、
１日を過ごしました。
11
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できるオトコを目指して
１月22日・29日の２日間にわたり、
「輝くオトコの生き方講
座」を開催し、延べ３１名の男性が参加しました。整理整頓
のキホンや簡単料理を学び、今回の講座をきっかけに、家庭
で輝くオトコを目指していきます。

〜職員募集〜
ふれあいの家 わたしんち
介護職員・看護師・調理員
（いずれもパート） 若干名

賛助会費ありがとうございました

（敬称略）

【法人】 赤穂鍼灸整骨院

賃金・勤務時間など、詳細はお気軽にお問い合
わせください。
（問い合わせ）赤穂市社会福祉協議会

福祉の拠点をみんなで支えてください。

（ 法人会費：5,000円、個人会費：2,000円、一般会費：500円 ）

☎42−1397

ẜ Ȣ ɄȪ ɺ  ͂ ̒ ɭ

賛助会費は、社会福祉協議会の貴重な財源です。安定し
た地域福祉事業の充実や発展を図るためにも、皆様のあた
たかいご援助が必要です。ご協力をお願いいたします。

No. 5
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Ｑ．活動を始めたきっかけは？
Ａ．婦人会の解散が決まった時、自治会長から「まちづくりのためには、女性
の力が絶対に必要だから手伝ってほしい」と言われ、女性会を立ち上げる
ことになりました。私自身、
ＰＴＡ副会長などの経験から、地域とのつなが
りを大切にしたいと思っていたので、活動をしていくことになりました。
Ｑ．活動をしていて嬉しかったことは？
Ａ．何よりも、女性会の会員さんに出会い、たくさんの人ともつながりができ
たことが嬉しいです。塩屋地区だけでなく、赤穂市内や西播磨まで輪が広
がり、一つの目標に向かって協力し合える “宝” のような仲間の存在に、
いつも感謝しています。

塩屋地区女性会

山田和子さん（塩屋）

活動の中では、友愛訪問をした後に、対象者の方からお礼のお電話をいただくことがあります。そうした一方
的なつながりではなく、お互いにつながりが持てることも、この活動をしていてよかったと思える瞬間です。
Ｑ．これからの目標は？
Ａ．赤穂市全体に、女性が活躍する団体の輪を広げていきたいです。また、女性だけでなく、地域のみんなが
役割を持ち、活躍できる社会になればいいなと思います。

心配ごと相談所のご案内
（2月10日〜3月9日まで）

【一般相談】

2月10日（水） 2月24日（水）
3月 2日（水） 3月 9日（水）

【弁護士相談】（要予約）

2月17日（水）

ご意見・問い合わせは
社会福祉法人

〒678-0232 赤穂市中広267番地
電 話 ０７９１−４２−１３９７
ＦＡＸ ０７９１−４５−２４４４

赤穂社会福祉協議会 検索

【カウンセラーによるこころの相談】（要予約）
2月24日（水） 3月 2日（水）
※時間はいずれも午後１時〜５時までです。
※相談は無料です。

■

編集後記 ■

早いもので新たな年を迎え 1 カ月が過ぎました。
正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうこ
とを「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」と言いますが、ま
さにその通りだと日々感じるこの頃です。
今冬は暖冬という事もあり暖かな日が続いていましたが、数十年
に一度の寒波が到来するなど寒暖の差が大きいです。
インフルエンザやノロウイルスが猛威をふるうこの時期、体調管
理に気をつけて冬を乗り切りましょう。
（だ）

赤穂市社会福祉協議会

赤穂市社会福祉協議会で検索してください
至 三石・R2
至
備
前

至
龍
野
西

山陽自動車道
赤穂 I.C
赤穂駅

R250

市役所
図書館
消
防
本
部

赤穂城跡
体育館

ハーモニーホール

赤穂市総合
福祉会館
市民病院

山J J
陽R R
自相播
動生州
車駅赤
道か穂
赤ら駅
穂自か
I 動ら
C 車徒
か 25 歩
ら分東
自 南
動 へ
車 10
10 分
分

赤穂海浜
公園
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