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子ども時代、水泳や魚釣りを楽しんだ懐か
しい場所です。ライオン岩越しに初日の出
を見る景勝地でもあります。今回は明るめ
の岩に仕上げました。

「

は社協のマーク
」

昭和 47 年全国社会福祉協議会が、社会
福祉と社協の「社」を図案化。
「手をとりあって、明るい幸せな社会を
建設する姿を、表現しています」

特集

地域で進める
「小地域福祉研修会」
地域の中には、子どもから高齢者、障がいのある方などさまざまな人が暮らしており、その中
には、一人では解決できない生活の困難さや生きづらさを抱えた人もいます。
「ひとりで問題を抱
えている人を放っておかない」「みんなの困りごと」として捉え、解決に向けた方法を地域住民一
つになって取り組んでいく必要があります。
身近な暮らしの場で、住民同士の支えあいの輪を広げていく活動の一つとして、各地区で住民
研修会が開催されています。

◎こんな声が出されました〜地域で必要なこと〜
暮らしの困りごと・・買物、ゴミ出し、庭の手入れ等ちょっとした困りごとを地域で助けあえる場
孤

立

化・・サロン活動などに参加しない人、したいができない人への関わり

外 出 が 困 難・・通院、買い物、地域行事などの参加ができにくい人への支援
介 護 や 認 知 症・・家族が介護を一人で抱え込まないようにする。認知症の方を地域で見守る
地
子

域

活
育

動・・若い世代、元気な高齢者が活躍できる地域づくり
て・・地域全体で子育てを応援する

社協に求められていること
●地域での交流の機会づくりを進めること
●一人ひとりの生活支援に取り組むこと

社協は地域のみなさんと一緒
に課題を共有し、解決を目指
していきます！

（活動のご紹介）

〜大町自治会〜

11 月 16 日、地域住民 22 名余りが集まり、疑似マップ作りに挑戦しました。
疑似マップ作りとは、仮想地域の地図を使い、地域内で支援が必要と思われる世帯やちょっとした困り
ごとを把握し、たすけあい活動や見守りのネットワークをグループで考え、地図に書き込んでいきます。

「こうしたらどうやろ？」
「ここの人が助けてあげればどうかな？」
など、グループごとにアイデアが出されていきました。
出来上がったマップはそれぞれのグループで独自の工夫が
あり、発表に熱が入りました。
疑似マップ作りの次は、今住んでいる町の地図を使っての
福祉マップ作りに挑戦しましょう！

福祉マップ作りや研修会・座談会を希望される自治会や団体
のみなさんはお気軽に社協までご相談ください。
（お問合せ）赤穂市社会福祉協議会（☎４２−１３９７）まで
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在宅生活を支える
社協の福祉サービス②

〜給食サービス事業〜

◎地域をつなぐネットワーク活動
社協では、市内に居住しているひとり暮らし老人及び高齢者世帯等を対象として
健康増進と地域社会との連帯感を深めることを目的として、平成４年より給食サー
ビス事業を実施しています。
現在は市内９地区に分かれ、地域福祉推進連絡会等の協力のもと、公民館などを
拠点に年間 6,666 食（平成 24 年度実績）ものお弁当が作られています。
「こんにちは、お弁当を持ってきました」
「身体の調子はどうですか？」など、単にお弁当を届けるだけでなく、
あいさつや会話を通して、地域住民同士の絆が生まれています。

今回は４つの地区をご紹介します！
有年地区

尾崎地区 １月 16 日

１月 15 日

ひとり暮らし高齢者の
お宅等ではなかなか作
ることのできない揚げ
物が喜ばれています。

一つひとつのお
弁当に、心を込
めて丁寧におか
ずを詰めていき
ます。
次回の実施日や
お願いを書いた
お手紙を添えて
お届けします。

坂越地区

男性も配達だけ
でなく、できる
範囲でお弁当作
りに参加してい
ます。

高雄地区 １月 18 日

１月 16 日
普段はなかなか台所
に立たない方も、で
きる範囲で調理に参
加します。

手の込んだレシピ
も、ベテラン主婦
の手にかかれば手
早くできてしまい
ます。

公民館の調理室
いっぱいにお弁
当箱が並べられ、
手際よく作られ
ています。

趣向を凝らした
レ シ ピ で、 色 鮮
やかなお弁当が
作られています。

（お問合せ）赤穂市社会福祉協議会（☎４２−１３９７）まで
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新しい「寄付の文化」の創造をめざして
「寄付する人」も「寄付を募る人」もボランティア

ありがとう共同募金

共同募金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 5,000 円以上抜粋）
いただきました貴重な募金は来年度の地域福祉活動に活用させていただきます。

法人（大口）募金・個人（大口）寄付者（１口 5,000 円以上）

順不同

法人１口（104 件）大木産業㈱、吹田鉄工㈱、ジオマテック、鹿久居荘赤穂店、みやざき食塩工業㈱、ノア、中谷機工㈱、㈱ MORESCO、ぐらんそーる赤穂、
関西カッター工業㈱、日本塩回送㈱赤穂支店、更科、㈱中野建設、三協電機㈱、㈱カンぺ赤穂、㈱西原管工設備、播州信用金庫赤穂支店、㈱三美、㈲小國商
店、奥野鈑金㈲、堀クリニック、赤穂あらなみ塩㈱、㈱赤穂国際ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ、㈱大宗、㈲つづれや、㈲ Koji 建設、木南歯科医院、赤穂交通安全協会、赤穂ボ
ランティア協会、播磨屋、㈱備生本店、㈲山本冷機、㈱小西工務店、中田第二歯科医院、兵庫信用金庫赤穂支店、㈲字遊舎、五実興産㈱、山本商店㈱、おお
しま眼科、アグロケミテック㈱、ダイネン㈱赤穂営業所、㈱三木組、入潮産業㈱、㈱クリハラント、かねと運輸㈲、橋本電気管理事務所、日生信用金庫赤穂
支店、㈱森崎組、中村印刷㈲、赤井歯科医院、㈱ヤナギハラ、ロザイ工業㈱赤穂工場、菱彩テクニカ㈱赤穂工場、㈱霜野組、㈱亀井産業、㈱中田鉄工所、中
川眼科クリニック、デイサービスわかば、スミセ海運㈱赤穂営業所、宮本印刷、前田石油㈱、総本家かん川、㈳赤穂市医師会、㈱中国銀行赤穂支店、（医）黒田
如水会黒田医院、㈱木戸組、赤穂化成㈱、㈱主婦の店本部、せの内科クリニック、藤野内科クリニック、ハヤシアグロサイエンス㈱、㈱日産電工、㈱原鉄工
所、杉口整形外科、御崎タクシー㈱、秋山成長クリニック、㈱赤穂ユニテックサービス、梶原外科、千種建設㈱、㈲西備建材店、小野高速印刷㈱、㈱田原文
具センター、山陽ダイヤパーサーヴィス㈱、杉本商店、赤穂生コン㈱、㈱ウエスト神姫、赤穂共栄住宅㈱、㈲エム・エス・ティー、㈳相生・赤穂市郡歯科医
師会、井川木材㈱、岩本鮮魚店、㈾中村鉄工所、あこうにしき㈱、㈱横山サポートテック、Y.K. エンタープライズ㈱、㈲山陽水産、太田小児科、㈾金川工作所、
㈱東陽環境センター、クマモト食品工業㈱、渡辺内科小児科医院、かんぽの宿、中元鉄工㈱、福田産婦人科
個人１口（11 件）中村文代、伊多義則、村上建明、松原 貞、粟田典伸、千崎紀美子、西 元男、北川良邦、兼任恵彬、小寺輝子、小川好史、後藤利樹、
千崎勝廣
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（40 件）久保川医院、田淵医院、㈱アビック赤穂店、㈲ USA、和光純薬工業㈱播磨工場、㈲三弥、東洋紙業㈾、㈱岡本鉄工所、㈱おさきかもめ屋、
（医）てんわかかりつけ医院、㈲フォーティセブンリカーズ、㈱目木組、㈱赤松工業、㈲こばやし葬祭、赤穂市漁業協同組合、うざき設備㈱、奥村組土木興業㈱
有年砕石工場、㈱ネオス、アース製薬㈱、㈱パルシーズン、ドライブイン千種川、ユニチカ㈱坂越事業所、関電㈱赤穂発電所協力会社自治会、澤田医院、赤
穂ロープ㈱、㈱元祖かもめ屋、太陽鉱工㈱赤穂工場、高周波熱錬㈱赤穂工場、㈱魚稚、岩谷内科、㈱葛島工務店、㈱デイリーエッグ、㈱ミチビキ建材、正同
化学工業㈱赤穂工場、（医）伯鳳会赤穂中央病院、寺田産業㈱、関西福祉大学、きむクリニック、神戸新聞赤穂専売所、（医）櫻仁会赤穂記念病院
個人２口（１件）睦谷 博
法人３口（２件）㈱赤穂ブルドーザー、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
個人４口（１件）匿名
法人６口（３件）桃井製網㈱、タテホ化学工業㈱、（医）千水会赤穂仁泉病院
法人 11 口未満（１件）スーパー虎王

「みんなでささえあう

あたたかい地域づくり」

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました。
集まった募金は、地域の三世代交流事業などに配分されました。

法人寄付金者 ( １口 5,000 円以上抜粋）企業名（順不同）
法人１口（92 件）大木産業㈱、小川機工㈱、㈳赤穂市医師会、㈱デイリーエッグ、日本塩回送㈱赤穂支店、更科、㈱中野建設、㈲近畿調理機、㈱東陽環境センター、
中川眼科クリニック、スミセ海運㈱赤穂営業所、㈱三美、五実興産㈱、やの写真館、赤穂生コン㈱、中田第二歯科医院、橋本電気設備管理事務所、播磨屋、
千種建設㈱、寺田産業㈱、㈱葛島工務店、是兼モータース㈱、（医）黒田如水会黒田医院、食道園、片上運輸㈱、㈱ミチビキ建材、㈱原鉄工所、亀井第二歯科医院、
ハヤシアグロサイエンス㈱、㈱ネオス、中村印刷㈲、赤井歯科医院、㈾総本家かん川、㈲エム・エム・ティー、千鳥ケ浜開拓農業協同組合、㈱木戸組、㈱亀
井産業、吹田鉄工㈱、㈱横山サポートテック、赤穂市漁業協同組合、㈱赤穂ユニテックサービス、宮本印刷、桃井製網㈱、東洋紙業㈾、㈾金川工作所、㈲み
なと保険企画、㈳相生・赤穂市郡歯科医師会、㈱三木組、㈲山本冷機、㈲西備建材店、ヤマノデンキ、NPO 法人みのり赤穂、トヨタカローラ姫路㈱赤穂店、
㈱目木組、㈱カゴタニ、アース製薬㈱、赤穂共栄住宅㈱、㈱中国銀行赤穂支店、イオンリテール㈱イオン赤穂店、前田石油㈱、中谷機工㈱、㈱山本木工所、
御崎タクシー㈱、㈱赤穂ブルドーザー、関電㈱赤穂発電所協力会社自治会、㈲つづれや、奥野鈑金㈲、㈱中田鉄工所、松本クリニック、㈱田原文具センター、
赤穂リゾート開発㈱パークホテル、（宗）花岳寺、㈱赤穂化成、㈲濱地塗装店、㈱木本ガス設備、西播通運㈱赤穂営業所、ユニチカ赤穂開発㈱赤穂カンツリー、
㈲赤穂書房、㈱備生本店、㈱岡本鉄工所、㈱霜野組、日生信用金庫赤穂支店、㈲井筒書店、㈱関工務店、堀クリニック、大嶋皮膚科医院、ユニチカ㈱坂越事
業所、梶原外科、㈲小國商店、㈱和田工務店、㈱アビック赤穂店、菱彩テクニカ㈱赤穂工場
法人２口（12 件）㈱パルシーズン、小野高速印刷㈱、㈱吉野工業所赤穂工場、（医）伯鳳会赤穂中央病院、㈲フォーティセブンリカーズ、㈱虎王、関西福祉大学、
神戸新聞赤穂専売所、㈱おさきかもめ屋、正同化学工業㈱赤穂工場、（医）千水会赤穂仁泉病院、赤穂ロープ㈱
法人 4 口（２件）久保川医院、㈱赤松工業
法人 4 口（１件）スーパー虎王

戸別募金

職域・団体・有志寄付者 (3,000 円以上抜粋）（順不同）

地区名
赤穂地区自治会
城西地区自治会
塩屋地区女性会・自治会

募金額
1,187,900

戸数
2,378 戸

944,200

2,088 戸

1,362,550

2,759 戸

西部地区自治会

411,000

821 戸

尾崎地区自治会

1,161,623

2,382 戸

御崎地区自治会

861,000

1,722 戸

坂越地区自治会

683,000

1,366 戸

高雄地区自治会

372,500

745 戸

有年地区自治会
計

446,000

892 戸

7,429,773

15,153 戸

鎌田 正彰、塩屋保育所、赤穂特別支援学校、赤穂市仏教会（54 ヶ寺）、
ロザイ工業労働組合、新町老人クラブ幸の会、尾崎小学校、特養 瀬戸
内ﾎｰﾑ、赤穂民謡同好会「塩華」
、三菱電機労働組合赤穂支部、坂越地
区老人クラブ連合会、あじさい、兵庫西農協尾崎支店、老人講座ちぎ
り絵、西播磨県民局県職員（西播磨地域）愛の鍋募金、坂越老人クラ
ブ第四宝珠会、みつばち、つくし会、手作り文化伝承の会、塩屋地区
まちづくり連絡協議会、坂越老人クラブ第四宝珠会有志、東友会、赤
穂傾聴の会、レディースボランティア、御崎地区民生委員協議会、ボ
ランティアグループほほえみ会、赤穂プロパン、赤穂市社会福祉協議会・
福祉会館、匿名

無人募金 (3,000 円以上抜粋）

場所名

イオンリテールイオン赤穂店、主婦の店赤穂店、主婦の店尾崎店、パオー
ネ塩屋店、ぐらんそーる赤穂、イオン赤穂店専門店会、赤穂市民病院、
プラット赤穂、総合福祉会館、
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新町
上仮屋

塩屋

高雄

三世代交流もちつき大会

坂越

御崎

歳末たすけあい
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城南

赤穂

西部

尾崎

宮前

有年

地区︑２︐０００人余りの地域住民︵子どもから大人・お年寄りまで︶が公民館などに集い
トンのもち米から約３万個のもちを作ってひとり暮らし老人・高齢者世帯２︐１１９人に配られました︒

2.3 14

千鳥

大町

ともに育む福祉教育
福祉教育は「みんなが大切にされる社会づくり」のための学習です。
市内 16 校を指定している福祉協力校育成事業では、人と関わること
の大切さを体感し、「ともに生きる力」を育むことを目指しています。
各校の取り組みについて紹介します。

赤穂西小学校

参観日として全校が一斉に福祉体験学習を行いました。
１、２年生・・視覚障がい者の清水さんと根来さんによる
「盲導犬とのふれあい」
３年生・・・・聴覚障がい者の霜田さんと手話通訳士の児
島さんによる「手話体験」
４年生・・・・赤穂点灯会による「点字体験」
５年生・・・・視覚障がい者の三宅さんとガイドヘルパー
の矢野さんによる「アイマスク体験」
６年生・・・・車いす利用者の枝川さんによる「車いす体験」
参観日で見に来られていた保護者や地域住民の方も学習に
参加し、児童とともに福祉の心を体験を通して学ぶ機会と
なりました。

有年中学校

１〜３年生の 90 名で疑似マップ作りを行いました。グ
ループごとに考えた関わり方をまとめ、地域住民対象のマッ
プ作りではでないような、生徒の視点から見た助けあいマッ
プが完成し、それを発表し全員で共有しました。
今回の疑似マップ作りで学んだことを活かし、文化祭の
案内状を地域に手渡しで配りました。

塩屋小学校

城西小学校

４年生を対象に、視覚障がい者の清水さんと根来さん、
ガイドヘルパーの大黒さんと松田さんにご協力いただき、
盲導犬や目が見えないことへの理解を深めました。
児童からは「盲導犬と暮らしていて楽しいことは？」「盲
導犬の好きなことは何？」など、たくさんの質問があり、
丁寧に答えていただきました。

赤穂点灯会のみなさんにご協力いただき、４年生を対象
に、点字学習を行いました。
会員で視覚障がい者の目木さんと土井さんにも来ていた
だき、「好きな食べ物は何ですか？」「もし目が見えたら何
が見たいですか？」等の質問を点字で打ってお二人に聞い
てみました。
休み時間を忘れてしまうほど熱中し、コミュニケーショ
ンを楽しみました。
No.18 2014 年 2 月
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まち発見！

あこう
福祉ニュース
「キャップハンディ学習は大人にも」

平成 25 年 12 月 10 日、社協の評議員会においてキャップ
ハンディ学習を実施しました。
「車いす」は普段公民館や病院
などで見かけることはあると思いますが、実際に押したり、
乗ったりすることはなかなかないため、みなさん熱心に学習
されました。

「♪音楽を使って楽しむ♪」

１月 17 日・31 日の２日間にわたり、「音楽ボランティア養
成講座」を開催し、36 名が参加しました。音楽療法士の柿本
理津子氏を講師に迎え、音楽が人に与える影響等を学び、そ
の学びを生かして施設等を訪問するボランティアの養成を目
指していきます。

「社協が婚活のお手伝い」

平成 25 年 11 月 23 日、
「出会いの広場」を開催し、男
女各 15 名が参加しました。新規事業として今年度初め
て実施いたしましたが、募集人数を大きく超える方々に
ご応募いただきました。当日はお天気にも恵まれ、会場
から見える絶景を前に、素敵な時間を過ごされました。

「ＳＴＴって何？？」

赤穂市視覚障害者福祉協会（清水幸代代表）では、
赤穂地区体育館や総合福祉会館にて月５回程度ＳＴＴ（サ
ウンドテーブルテニス）を行っています。最近ではテレビや新聞の取材を受けられ、注目を集めています。
ＳＴＴとは、視覚障がい者の卓球競技です。得点等は卓球と同じルールですが、違うのは専用の卓球台の
上でボールをネットの下の隙間にくぐらせながらラケットで打ち合うところです。ボールの中には金属粒が
入っており、転がると「カラカラ」という音が鳴ります。競技者はその音に反応して、ラバーの張られてい
ないラケットでボールを打ちます。上級者になるとラリーのスピードがかなり速くなるので、健常者の視覚
を上回ってしまうこともあります。
参加されている目木伸幸さんは「目が悪くなっても健常者と同じように身体を動かすことができるのが
良い。頑張れば頑張るほど上手くなっていくので楽しいです。
」と話してくださいました。
見学はいつでも可能で、市外の方も参加されています。興味のある方は一度挑戦してみてはいかがでしょ
うか。
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皆さまのやさしさと
温かい善意を『善意銀行』へ
赤穂市善意銀行では、社会のため・人の
ために尽くしたいという人々から寄せられ
た善意をお預かりしています。
善意銀行の預託金は、さまざまな福祉活
動に姿を変え、還元されます。
皆さまのご協力をお願いいたします。

ぜんい君

こころちゃん

赤穂市善意銀行マスコットキャラクター

◇貸衣裳をご活用ください◇
社協では、冠婚葬祭用等の衣裳
の貸し出しを行っています。
常時多数の衣裳を取りそろえ、
皆さんのお越しをお待ちして
おります。
振袖も
（受付日時）
あります！
月〜金曜日
午前９時〜午後５時
第１・３土曜日
午前９時〜正午
※日・祝日は休み
（場
所）
総合福祉会館２階 貸衣裳室

（２月12日
〜３月27日）

２月
12日㈬ 心配ごと相談（午後１時〜５時）
13日㈭ おもちゃ病院（午前10時〜11時）
おもちゃライブラリー（午前10時〜正午）
14日㈮ おかえりなさいお父さんいらっしゃいお母さん講座②
（午後１時30分〜３時30分）

給食サービス（午前９時〜午後１時）

15日㈯
16日㈰ 災害ボランティアセンター開設訓練（午前９時〜正午）
20日㈭ 心配ごと相談・弁護士相談（午前８時30分〜正午）
22日㈯ 小地域福祉活動リーダー研修会①（午後１時30分〜４時）
おもちゃ病院（午後１時〜３時）
わらべうた・おおきな紙しばい・えほんのよみかたり
（午後１時30分〜２時30分）

編集後記
2014年最初の臨時特集号です。
３ページに掲載した給食サービス事業では４つ
の地区で取材にご協力いただきました。
行かせていただくと、民生委員の方々をはじめ、
たくさんの方が事業のために携わり、地域の高齢
者のために協力してくださっていることを再確認
しました。地域住民が助けあい、支えあう姿に感動
しました。
これからも地域にお邪魔し、情報を掲載してい
きたいと思いますので、
「うちの地域でこんなこと
やるよ！」などありましたら、是非教えてくださ
い！
（広報委員会事務局 荒尾）

おもちゃライブラリー（午後２時30分〜３時30分）

26日㈬ 心配ごと相談・こころの相談（午後１時〜５時）
28日㈮ おかえりなさいお父さんいらっしゃいお母さん講座③
（午後１時30分〜３時30分）

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

３月
５日㈬ 心配ごと相談・こころの相談（午後１時〜５時）
６日㈭ おかえりなさいお父さんいらっしゃいお母さん講座④

電 話
ＦＡＸ

（午後１時30分〜３時30分）

赤穂市社会福祉協議会

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

ＪＲ播州赤穂駅から徒歩東南へ 分
ＪＲ相生駅から自動車 分
山陽自動車道赤穂ＩＣから自動車 分

至 龍野西

至 三石･R2

（午後１時30分〜４時）

15日㈯ 給食サービス（午前９時〜午後１時）
20日㈭ 心配ごと相談・弁護士相談（午前８時30分〜正午）
22日㈯ おもちゃ病院（午後１時〜３時）
おもちゃライブラリー（午後１時30分〜３時30分）
25日㈫ 理事会（午後１時30分〜）
26日㈬ 心配ごと相談・こころの相談（午後１時〜５時）
27日㈭ 評議員会（午後１時30分〜）

検索

赤穂市社会福祉協議会で検索してください

至 備前

８日㈯ 小地域福祉活動リーダー研修会②（午後１時30分〜４時）
12日㈬ 心配ごと相談（午後１時〜５時）
13日㈭ おもちゃ病院（午前10時〜11時）
おもちゃライブラリー（午前10時〜正午）
14日㈮ いきいきサロン実践講座（午前10時〜午後４時）
おかえりなさいお父さんいらっしゃいお母さん講座⑤

０７９１−４２−１３９７
０７９１−４５−２４４４

25

10

10

赤穂海浜
公園
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