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　８月1３日（金）、赤穂市総合体育館に
て１９名が参加し、行われました。
　ひょうご障がい者スポーツ指導者協議
会西播磨地区委員会の方々と西播磨総合
リハビリテーションセンターふれあいス
ポーツ交流館の福永奈津子氏を講師に迎
え、有志ボランティア協力のもと、東京パ
ラリンピック公式競技にもなっている３つ
の競技を楽しみながら体験しました。

ボッチャ 車椅子卓球

ゴールボール
サマー

ボランティア
スクール

障がい者スポーツ体験！
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444

敬老特集 長寿を祝おう!
～幸せな齢（とし）となりますように～　

　今年度の対象者の方に長寿の秘訣などについて話をお伺いしました。
　今月号と来月号に分けて紹介していきます。

　社協では多年にわたり社会貢献されてきた方々を敬愛し、下記のお祝いをしています。

祝金の贈呈
　今年度の対象者は、大正９年９月17日～大正10年９月16日生まれの方、19名です。（昨年20名）
　対象者の方に２万円の祝金をお渡ししています。
　また、市内の最高齢男性、最高齢女性、最高齢夫婦の方にも祝金（各３万円）の贈呈を行っています。

記念写真の贈呈
　今年度の対象者は、昭和11年９月17日～昭和12
年９月16日生まれの方、427名です。（昨年441名）
　写真は赤穂写真師組合の協力により撮影し、カ
ラー六切りサイズの写真を台紙付きでお渡しして
います。

100歳到達おめでとうございます！

100歳（百寿）のお祝い

84歳（橋寿）のお祝い

桃井　曉
あき
子
こ

 さん（御崎：大正10年１月７日生）

　「あっという間に、友達の中でも一番の長寿となりました」と話
す桃井さんの趣味は木彫で、食器運びの盆や鏡の外側などを作っ
ていました。ちらし寿司が好物で、長寿の秘訣は、「ストレスを溜
めないことが大事だ」と教えてくれました。若い時に感じたスト
レスも、当時は嫌でしたが、今では楽しい思い出に変わりました。

上田　英
ひで
子
こ

 さん（尾崎：大正10年２月３日生）

　銀行員だった上田さん。55歳で定年退職し、その後は、茶道流
派の一つである裏千家淡交会で活動をしたり、神社・仏閣、史跡
巡りをして楽しみました。お気に入りは、桂離宮と修学院離宮です。
　若い時は病気がちでしたが、「早め早めに治療してきたことが長
寿の秘訣かも」と笑顔で話していました。
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444 E-mail  ako-shakyo@ako-shakyo.jp　　　〒 678-0232 赤穂市中広 267 番地

丑田　としゑ さん（加里屋：大正10年１月１日生）

　実家が豆腐屋だった丑田さん。豆腐はもちろん、刺身が好物です。
性格はいつも明るく、くよくよする事なく前向きで、高齢者大学
に行っている時は大正琴を弾いていました。
　「お世話になったデイの皆さんやケアマネジャー、施設のスタッ
フの方々がとても明るく接して下さって今もこんなに元気に暮ら
せています。感謝です」と話していました。

塩田　はつこ さん（折方：大正９年11月25日生）

　塩作りや清掃など、いろいろな仕事をしていた塩田さん。夫を
亡くし20年程単身生活をしていましたが、現在は施設で生活して
います。「好き嫌いなく食事し、自分の思うように生きることが長
寿の秘訣かもしれないですね。毎日、職員の方にたくさん声を掛
けてもらい、楽しくおしゃべりしています」と娘さんが話してく
れました。

松井　利子 さん（有年牟礼：大正10年６月20日生）

　まんじゅうなどの和菓子が好物の松井さん。学ぶことが好きで、
書物を読んだり、俳句や短歌をよく作って投稿し、表彰されたこ
ともありました。PTAや婦人会などで役員として活動したり、高
齢者大学にも通っていました。
　長寿の秘訣について、「理想的な人生を送れています。運もある
かな」と娘さんが話してくれました。

宮田　百合子 さん（目坂：大正10年２月17日生）

　京都の福知山で育った宮田さん、若い頃は呉服屋で働き、和裁
をしていました。86歳の時に赤穂へ来ることになりました。赤穂
は災害も少なく住みやすい町です。
　現在は、デイで手芸やおりがみを教えてもらい製作するのが楽
しみです。「いろいろなことに興味を持ち、経験することが長生き
の秘訣かな」と話していました。 

加藤　八重子 さん（塩屋東：大正10年１月１日生）

　赤穂で生まれ育った加藤さん。
　果物が好きで、りんごが大好物です。祭の日には赤飯やちらし
寿司を作って食べたり、裁縫が得意で、衣類の直しや雑巾をよく
縫っていました。
　長寿の秘訣については、「体を動かすことが好きで、百姓を熱心
にしていたことかな」と娘さんが話してくれました。
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444

あこう福祉ニュース
まち発見！

その子に合った学び方を
　８月12日（木）、赤穂ペアトレ研究会が「ＨＩＫＡＲＩ
2021 ～誰もが輝く光になる～」と題した夏のセミナーを
開催し35名が参加しました。株式会社ＳＰＡＣＥ代表の
福本理恵氏を講師に迎え、不登校の生徒について、保護者・
学校の関わり方、学習には多様なやり方があるというこ
とを学びました。

子どもたちの未来を応援！
ひろげよう、支援の輪
　８月24日（火）、赤穂高校定時制２年生の今井愛花さん

（左）と金谷朋季さんが総合福祉会館に募金箱を設置しまし
た。内閣府が進める「子供の未来応援国民運動」に賛同し
た赤定生徒たちが、生活困窮家庭に育つ子どもたちを支援
するために募金活動を実施しています。（６Ｐにも掲載）

『あこう福祉ニュース』に
ご協力ください !!
　市内の地域や団体で、「こんな行事

（取り組み）をするよ」などの情報を、
ぜひ社協までご連絡ください。取材に
行かせていただきます。

●問合せ・ご連絡は下記まで

親子でカラフルコマづくりに挑戦
　７月31日（土）、総合福祉会館にて、「おもちゃ教室　
THE・コマ作り」を開催しました。４組10名が参加し、
自分の好きな色のクラフトバンドでキレイなコマを作り
ました。完成後は参加者全員でコマを回して遊び、夏の
思い出の１ページとなりました。

しっかり予防してボランティアを！
　８月２日（月）、ボランティアセンター登録グループ連
絡会を開催し、42名が参加しました。市民病院の感染管
理認定看護師より、新型コロナウイルスなどの感染症へ
の対応方法やボランティア活動においての注意点につい
て、講義をいただきました。またグリッターバグという
機械を使って、正しい手洗いや消毒方法なども学ぶこと
ができました。
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444 E-mail  ako-shakyo@ako-shakyo.jp　　　〒 678-0232 赤穂市中広 267 番地

兵庫県共同募金会会長  表彰・感謝
　兵庫県共同募金会会長より、共同募金運動に顕著な功績がある方に表彰状並び
に感謝状が贈呈されました。
　運動にご協力いただき、感謝いたします。

　　　　　　　　　　　　　（敬称略）《表  彰》 （推進委員） 寺内　一成
  （協　力　員） 岸　　章夫　　馬場　幸子

《感  謝》 （推進委員） 田渕　泰生
  （協　力　員） 真殿　吉男　　大毛　直助　　竹谷　英幸 
    寺村　峰男

　特定非営利活動法人　赤穂ボランティア協会が実施する買い物支援事業が、今年の４月から開始され、
９月１日現在、計５地区の地域で買い物支援を行っています。
　利用希望の方は、下記の赤穂ボランティア協会までご連絡ください。

　赤穂市社会福祉協議会では、西部地区を対象に「買い物支援モデル事業」を行っていましたが、８月31
日をもって事業を終了しました。当事業の利用者は、赤穂ボランティア協会の買い物支援事業を利用する
ことになりました。

実施主体 赤穂ボランティア協会
買い物の送迎については、移送サービスボランティアグループ「てんとうむし」が行っています

行　き　先 イオン赤穂店（上郡近隣地域の方はイオン上郡ショッピングセンターも可）

乗車人数 一度に６人まで乗車可能

料　　金 無料

買　い　物（回数・時間） 1カ月に 2 回・１時間程度

対　　象 ・買い物が困難な地域の方　・車の運転ができない方
・車の乗り降りができて、店内は自分で買い物ができる方
上記のいずれにも該当する方
→ 利用には事前登録が必要です
 （近所のお知り合いなどグループでの申し込みをお願いします）

買い物支援事業に携わるボランティアの募集もしております！
「買い物支援に興味がある方」「ボランティアを始めてみようかな」と思われる方、大歓迎です！

連絡先　赤穂ボランティア協会　TEL 090-3674-6576　FAX 42-3201

ボランティアの感想　  
●運転が好きなので、それが人
の役に立ってうれしいです。
●感謝の言葉をもらえるとやっ
て良かったと思います。

利用者の感想　　　　　　　
●近くにお店がなく、買い物に困ってい
たので、本当に助かっています。
●仲の良い友達とわいわい話をしながら
買い物ができるのが楽しいです。
●毎月行くのを楽しみにしています。

赤穂ボランティア協会 買い物支援事業の紹介
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444

赤定「子供の未来応援国民運動」ＰＲＯＪＥＣＴ
「子供の未来応援基金」の募集について
　赤穂高校定時制課程ボランティア部では、近年問
題となっている「子どもの貧困問題」の解決に向け、
内閣府が実施する「子供の未来応援国民運動」に取
り組まれています。
　このＰＲＯＪＥＣＴは貧困に苦しんでいる子ども

たちに対し、一人ひとりの「何かを
したい」という想いをつなぎ、行動
に変えて行くものです。　
　総合福祉会館ロビーや、市内各所
に募金箱がありますのでご協力お願
いします。
〇協力機関　内閣府　子供の貧困対策推進室

募金箱を設置しています

災害ボランティア養成講座
　ロープワーク、応急手当、災害時のトイレ対応など、災害時に避難所などで使える知識や
能力をワークショップ形式で体験しながら学べます！
　会場では防災や災害支援に関するパネル展示もあります。
　災害ボランティアに興味のある方、ぜひご参加ください！

◆日　　時　10月９日（土）
　　　　　　午前10時～正午
◆内　　容　【避難所体験ワークショップ】
　　①ロープワーク
　　②応急手当
　　③段ボールベッドの組み立て
　　④災害時のトイレ対応
　　⑤災害時の搬送方法
　　※各ブース毎に体験します
◆場　　所　総合福祉会館　３階集会室

◆講　　師　赤穂防災士の会
◆参　加　費　無料
◆持　ち　物　筆記用具
　　　動きやすい服装でお越しください。
◆申込締切　10月１日（金）
◆申　込　先　下記までご連絡ください。

◆対　　象　災害ボランティア活動に関心のある方　15名

■ 令和３年大雨災害義援金募集 令和３年大雨災害義援金募集  ■
　令和３年７月及び８月の大雨により、静岡県熱海市をはじめ、青森県、島根県、福岡県、佐賀県、長
崎県など、全国各地で洪水災害などによる人的及び家屋への甚大な被害が発生しました。中央共同募金
会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施しています。

※ 中央共同募金会でお預かりした義援金は、受け入れ時期ごとに各県の被災状況に応
じて按分の上、全額を被災県に設置される配分委員会構成組織に送金されます。詳
細につきましては、中央共同募金会のホームページをご覧ください。赤穂市共同募
金委員会では、募金箱の設置と窓口（社協内）でも受け付けています。

⃝受付期間⃝　令和４年３月31日（木）まで
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（問合せ先）社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　電話 0791-42-1397　　FAX 0791-45-2444 E-mail  ako-shakyo@ako-shakyo.jp　　　〒 678-0232 赤穂市中広 267 番地

●委任預託　 〈敬称略〉

住　　所 預　託　者 金　　額 預　託　内　容

大 橋 町 匿　名 5,000 福祉のために

坂 越 匿　名 5,000 車椅子借用御礼

東 浜 町 二宮　紀秀 500 福祉のために

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

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

ぜんい君 こころちゃん預託状況（8月1日～8月31日受付分）
あたたかい善意をありがとうございました

●法人会費 5,000円
●個人会費 2,000円　●一般会費 500円　

賛助会費賛助会費ありがとうございましたありがとうございました

　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
あたたかい援助が必要です。ご協力をお願いいたします。

【個人】 重松　英二　　安井　　豊　　濱田　久昭
 濱田　一恵　　目木　敏明　　桐谷　宙佳
 小林　良明　　酒谷　明良　　志水　　満
 濱田　　学　　角岡　一賴　　浜野　好正
 匿名１名 （敬称略）

【法人】 赤穂化成㈱　運転代行 まる　㈲寺田薬局
 是兼モータース㈱　船曳電工　㈱葛島工務店
 黒田医院　㈱ヤナギハラ　赤穂精華園
 ㈱霜野組　㈱妓都　桜谷福祉会　田中花店
 てんわかかりつけ医院　㈱総本家かん川
 トヨタカローラ姫路㈱赤穂支店
福祉の拠点をみんなで支えてください。

　障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障がい者の自己決定を尊重し、ご本
人へのサービス提供が行われます。
　サービスを利用するためには、各市区町村への申請が必要となります。
　　  【問合せ先：赤穂市社会福祉課 障がい福祉係　☎43-6833】

ひきこもり家族のつどい
　外出しづらくひきこもり状態にある方の家族
を対象に、つどいを開催します。
　日々の思いや疑問、不安など何でも大丈夫 
です。
　ぜひこの機会に、一緒に
　お話ししてみませんか。
◆日　　時：９月30日（木）
　　　　　　午後１時～４時
◆場　　所：みんなのいえ
　　　　　　（赤穂市塩屋656-17）
◆対　　象：ひきこもり状態に
　　　　　　ある方の家族
◆参　加　費：無料
◆問合せ先：下記までお問合せください。

申込不要

時間内
出入り自由

今月は第５木曜日
に開催！

【一般相談】　　9月22日（水）　　9月29日（水）
　　　　　　10月　6日（水）　10月13日（水）
【弁護士相談】（要予約）　9月15日（水）

【カウンセラーによるこころの相談】（要予約）
　　　　　　　9月22日（水）　10月　6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。

問合せは、下記までご連絡ください。

心配ごと相談所のご案内心配ごと相談所のご案内
（９月15日～10月13日まで）

　　　　 　　　　 障障害害福祉サービス福祉サービス教えて !

　赤穂市社会福祉協議会では、障害福祉サービスのうち、居宅介
護・同行援護・移動支援事業所及び相談支援事業所を開設してい
ます。
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ご意見・問合せは

社会福祉法人 赤穂市社会福祉協議会　
〒678-0232 赤穂市中広267番地
電話 0791-42-1397
FAX 0791-45-2444
E-mail　ako-shakyo@ako-shakyo.jp

ホームページもぜひご覧ください！

最新情報は、
facebookを
チェック！ 検索赤 穂 市 社 協

■ 編集後記 ■ 

　100歳到達者の皆さま、このたびはおめでとうございます！
　新型コロナウイルスのワクチン接種を打たれた方も増えてきたのではないでしょうか？
　接種後の発熱や痛み、体調不良の話を耳にします。接種してみないと分かりませんが、健康に過ごせ
るよう体調を整えていきたいと思います。 （こ）

貸衣裳室では、振袖のほか婚礼衣裳、七五三衣裳、長寿祝着など、取り揃えています。
ぜひ一度お越しいただき、ご覧ください。　　※令和４年成人式にご利用可能な振袖もあります。

●受付時間 　●月～金曜日（祝日を除く）  午前９時～午後５時
　　　　　 　●第１、第３土曜日（祝日を除く）  午前９時～正午
●場　　所 　総合福祉会館　２階貸衣裳室
●連　絡　先 　☎42‒1397（貸衣裳室まで）

ご来館の際は事前連絡のうえ、ご予約していただき、
マスクの着用、手指消毒のご協力をお願いいたします。

貸衣裳事業の収益金は地域活動の
貴重な財源となっています。

貸衣裳
室だよ

り

お願い

詳細は、兵庫県社協・赤穂市社協ホームページ、facebook、または下記にて
ご確認ください。受付期間：令和３年 11 月末まで

■■  生活福祉資金  新型コロナウイルス特例貸付  受付期間のお知らせ生活福祉資金  新型コロナウイルス特例貸付  受付期間のお知らせ  ■■
　新型コロナウイルス感染症の影響により休業や失業等、収入減少があった世帯を支援するため、 
緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）の特例貸付を実施しています。
※受付できるのは初回申請の方のみです。
●緊急小口資金　貸付限度額　10万円以内（ただし、条件によっては20万円以内）
●総合支援資金　貸付限度額　単身世帯月額15万円以内×３カ月　複数世帯月額20万円以内×３カ月
　総合支援資金の申請については、緊急小口資金を利用をすることと、自立に向けた支援を進めるため、
貸付を受けている間に市自立相談支援機関の支援を受けることが必要です。


