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『紅白富貴花』
　春を迎えると、大根島の由志
園（島根県）や萬勝院（上郡町）
を訪れ、毎年違った表情を見せ
てくれる牡丹との出会いに興味
を持っています。

（広報委員長　村下）
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平成26年度 事業報告・決算報告
　「支えあい　助けあう　こころつながる　やさしいまち　あこう」を基本目標として、地域
の生活課題の解決に向け、各関係機関と連携しながら、地域の皆さんと一緒に事業を実施し
ました。
　平成27年度も４月号で紹介したとおり、地域に密着した地域福祉活動を推進していきます。

○福祉活動推進事業
◎三世代交流もちつき大会

……市内14ヶ所　対象者・参加人数延4,441名
◎三世代交流事業 ……………１件（西町自治会）
　  高齢者と子ども、親な
ど三世代が交流する事
業を推進するため、団
体が自主・自発的に行
う交流事業に３万円を
上限に助成。

●小地域福祉活動住民座談会、研修会
……………60回開催　1,318名参加

●小地域福祉活動実践講座 …10回開催　468名参加
◎ふれあい・いきいきサロン

……市内34ヶ所（自主運営含む）
…………465回開催　8,486名参加

●パートナーサービスモデル事業
……………９自治会　1,135名参加

◎生活困窮者支援事業 ……………７世帯13名利用
　  緊急一時的に生計の維持が困難となった世帯を
対象に、一週間程度食糧等の支援物資を支給
し、世帯の自立を促し、円滑な社会生活が送れ
るよう支援する。

●給食サービス事業 ………市内９地区　延6,915食

◎出会いの広場事業 ………２回開催　延76名参加
●福祉用具貸与事業 ………延貸し出し件数　274件
●移送サービス事業 ……………延活動回数　306回
◎友愛訪問事業

……市内９地区、対象者・参加人数延6,998名
●歳末たすけあい友愛訪問

……市内14ヶ所　対象者・参加人数延2,626名
●ひとり親家庭サポート事業
　（ひとり親家庭等への食事サービス）

……… 11世帯　延257食
●おもちゃライブラリー ………… 20回　延363名

…おもちゃ貸し出し30点
●おもちゃ病院 …………………50点修理
●敬老事業
　◆84歳記念写真贈呈 …………………………288名
　◆最高齢者、最高齢夫婦訪問

……………男女各１名　夫婦１組
　◆百歳到達者訪問 ……………………………10名
●介護支援ボランティアポイント制度事業

………登録ボランティア  156名
………………受入機関　27ヶ所

●心身障がい者（児）交流事業
……………１回開催（日帰りバス旅行）

●福祉協力校育成事業
……市内小中高16校を福祉協力校に指定

○心配ごと相談所事業
●相談件数  ……101件　●利用者数  ……延123名

○貸衣裳事業 ……………………利用者 813名

◎…拡充・新規事業

　地域福祉推
進連絡会等の
協力のもと、
市内のひとり
暮らし老人、
高齢者世帯等
に配食されて
います。



3 あこう社協だより　No.3　2015年6月

○ボランティアセンター活動事業
●ボランティア養成講座

………７講座開催　延267名参加
◎ボランティア情報誌の発行

…………年２回　各3,000部発行
◎災害ボランティアセンター
　災害ボランティアセンター開設訓練

……………１回開催　100名参加
　丹波市へ災害ボランティアバス運行
　（相生市社協合同） ……………１回　22名参加

○居宅介護等事業
●訪問介護事業 …………………対象者延 1,654名
 ………………訪問回数 22,612回
●訪問入浴介護事業 ………………対象者延 109名
 ………入浴・清拭回数 415回
●自立支援事業 …対象者延701名　訪問回数 8,858回
◎居宅介護支援事業 …ケアプラン作成件数 1,921件
●通所介護事業 ……………………対象者延 320名
（わたしんち） …………………利用回数 2,909回

○法人運営事業
●理事会、評議員会、監事会

…………………計10回開催　延193名出席
●赤穂市福祉のつどい ………１回開催　430名参加
●障がい者福祉大会 …………１回開催　150名参加
●機関紙発行 ……………社協だより 年12回発行
 ………社協だより臨時特集号 年４回発行
●市民福祉講座 ………３回シリーズ 延 266名参加

○福祉サービス利用援助事業
●利用者数 ………………………………………17名
　在宅で生活されている判断能力に不安のある高齢者
や知的障がい者等の自立した地域生活を支援します。

　災害ボランティアセ
ンター開設訓練では、
土のう作りや防災グッ
ズ作り等にも取り組み
ました。

経常活動資金収支決算（一般会計）

介護保険収入
131,951
（49.7%）

自立支援費等収入
42,631（16.1%）

補助金収入
24,388（9.2%）

受託金収入
20,768（7.8%）

共同募金配分金収入
20,069（7.5%）

その他収入
25,702（9.7%）

居宅介護等事業
123,132
（51.7%）

法人運営費
40,112
（16.8%）

自立支援事業
33,671（14.1%）

共同募金配分金
20,069（8.4%）

福祉活動推進事業
12,759（5.4%）

その他支出
5,230（2.2%）

善意銀行運営費
3,116（1.4%）

収入　265,509千円 支出　238,089千円

（単位：千円）

介護保険収入 訪問介護事業・訪問入浴介護事業・居宅介護支援事
業・通所介護事業の介護報酬及び利用者負担金

自立支援費等収入 障がい者（児）へのホームヘルパーの派遣による介
護報酬、利用者負担金

補助金収入 市からの補助金

受託金収入
市から委託されている総合福祉会館管理費や福祉具
貸与事業・視覚障がい者支援事業等のほか、県社協
からの福祉サービス利用援助事業や生活福祉資金貸
付制度の受託金

共同募金配分金収入 赤い羽根共同募金配分金と歳末たすけあい募金配 
分金

その他収入 会費収入、寄付金収入、利用者・講座等参加者負担
金収入　等

【収入説明】
居宅介護等事業 訪問介護事業・訪問入浴介護事業・居宅介護支援事

業・通所介護事業の運営費

法人運営費 理事会・評議員会の開催、機関紙発行、福祉のつど
い・市民福祉講座、事務局職員人件費　等

自立支援事業 障がい者（児）へのホームヘルプ事業の運営費

共同募金配分金事業 小地域福祉推進事業、ふれあい・いきいきサロン支援、パー
トナーサービスモデル事業、三世代交流もちつき大会　等

福祉活動推進事業 給食サービス事業、移送サービス事業、敬老事業、お
もちゃライブラリー、心身障がい者(児)激励事業　等

善意銀行運営事業 一般払出金（善意の日記念払出、被保護世帯等激励
事業） 等

その他支出 ボランティアセンター活動事業、資金貸付事業　等

【支出説明】
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　５月のサロンは、「健康寺子屋」が行われました。
　折り紙でポチ袋を作ったり肩こり予防体操を行い、頭も体も動かし、
口腔体操を行った後にはスタッフ手作りの桜餅をおいしくいただきました。
　小さい子どもさんも参加されており、「やっぱり子どもが参加してくれると
場が明るくなるわね。」と、サロンの中で子どもの成長を見守っている姿が印
象的でした。
　ふれあいサロン元塩では、４月にはさくら茶屋、夏休みには子ども達が敬老
の日に向けてプレゼントを作成しプレゼントする等、年間の行事を工夫するこ
とによって、世代・性別を超えたふれあい交流を行っています。

ふれあいサロン元塩グループさくらんぼ
●開催日：毎月第３水曜日　午前10時～午後12時30分
●場　所：元塩集会所＆元塩公園

祝　　　平成27年度「ふくしの人」受賞!!

ふれあいサロン元塩グループさくらんぼ

地区 No. サロン名 開催場所

赤穂

1 駅東いきいきサロン 駅東自治会集会所

2 さくら会
（さくら通り自治会）

さくら通り児童遊園・自
治会館

3 愛宕会 水源池集会所
4 寿会いきいきサロン 加里屋駅前町集会所
5 いきいきサロン松 松区自治会館

城西

6 いきいきサロンしらゆり 城南集会所
7 いきいきサロン千鳥 千鳥集会所
8 新町サロン 新町集会所
9 上仮屋わいがやサロン公会堂 上仮屋公会堂

塩屋
10 いきいきサロン三本松 塩屋東自治会北集会所
11 西北お楽しみサロン 塩屋西北集会所
12 湯の内グリーンクラブ 湯の内集会所

西部
13 いきいきサロンひまわり 福浦寺東集会所
14 さくらサロン 天神山集会所
15 いきいきサロン『しおかぜ』 福浦新田集会所

尾崎

16 いきいきサロン南宮 南宮町集会所
17 大橋町幸生会 大橋町集会所
18 西町なかよし会 西町倶楽部
19 サロン木ノ下 木ノ下集会所

地区 No. サロン名 開催場所

御崎

20 いきいきサロン陽だまり 正保橋町集会所
21 朝日サロン 朝日町集会所
22 ふれあいサロン元塩 元塩町集会所
23 本水尾サロン 本水尾町集会所
24 ふれあいサロン元禄 元沖町集会所

坂越

25 汐見なぎさサロン 汐見町集会所
26 上高谷喜楽会 上高谷集会所
27 おたっしゃクラブ 下高谷集会所
28 いきいきサロンさざなみ 大泊集会所
29 寄居家和 東之町集会所

高雄
30 いきいきサロン茶屋会 木津集会所
31 サロンほほえみ会 真殿林集会所

有年

32 いきいきサロン
「みつばち」

原校区
コミュニティセンター

33 いきいきサロンにしうね 西有年多目的ホール
34 楢原健康サロン 有年隣保館
35 いきいきサロンさんぽみち 東有年自治会館

平成27年 ふれあいいきいきサロン一覧 （自主活動含む）

ふれあい・いきいきサロン
はじめてみませんか??

あなたの地区でも！

●開催場所や回数は？　
　参加者が気軽に歩いて行ける
集会所等です。
　回数は月１回以上の開催を基
本として定期的に実施します。

●どんなことをするの？　
　おしゃべり・健康チェック、カラオケ・ゲー
ム・料理を作って食べる等、参加者の皆さ
んで話し合いながら内容を決めていきます。

●誰が運営するの？
　地域のボランティ
アの方々が運営しま
す。
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「おてつだい元禄」～青春のあのころの歌をもう一度～
　元禄橋町自治会では、可能な限り集会所を開放し住民同士が顔の見える関係づくりに努めています。５月12
日、元沖町集会所で「青春のあのころの歌をもう一度」と題し、歌唱指導に司波多聞氏を迎え、団塊の世代向
けの交流の場が設けられました。
　台風の接近で不安定な天候だったにも関わらず、20名を超える参加があり、自分たちの青春時代の歌をみん
なで歌いながら、また、休憩時間には参加者同士で、情報交換や会話で盛り上がっていました。
　参加した女性は、「なかなか地区の人と顔を合わせる機会が少なく、名前や顔が一致できなくて、外で会っ
ても気づかない事がある。こういう場所には、元気なうちはできる限り参加していきたい。歌も懐かしく楽し
いひとときでした。」と話してくださいました。
　これらの活動を通じて、お互いさまの助けあい
活動につなげていきます。

ちょっとした困りごとを地域で助けあう

パートナーサービスモデル事業
　「安心して住みなれた地域で楽しく暮らしていける」を目的に、気軽に「助けて」が言え、「私でよかったら」と
地域で相互に助けあえる関係づくり（システムづくり）を目指します。
　モデル地域は、単位自治会です。研修会・座談会・マップ作り等、まずは地域の状況を知ることから始まってい
きます。

（ある地域では…）

世話役会

世話役

定期的に開催し、
世話役の情報交換を行います。

地域のニーズを聞き、
調整を行います。

　上記のように、パートナーサー
ビスでは地域住民同士の “持ち
つ持たれつ” の関係を目指して、
助けあいを進めていきます。

買い物に困っているんだけど…

子守りなら手伝えるよ！

通院どうしよう…

買い物お手伝いします！

子守りを手伝ってもらいたいな

通院のお手伝いならできそう！

おてつだい元禄とは？…元禄橋町自治会におけるパートナーサービスモデル事業の活動名称です。

世話人：濱口、三木、佐々木、齋藤
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いきいきボランティア生活
　人との支えあいの中で絆が生まれ、しあわせの輪が広がっていきます。
　「誰かの力になりたい！」「笑顔にしたい！」という思いを、自分のペースで、無理のない活動
を通して実現していくのがボランティア活動です。
　赤穂市ボランティアセンターには、42グループ645名（５月31日現在）のボランティアが登録され、
日々活動されています。
　ボランティアについてのご相談は、赤穂市ボランティアセンター（☎４２－１３９７）まで。

◎サロン活動を盛り上げてもらいたい
　→長年培ってきた知識や趣味・特技を使って活躍！

・地域のサロンやイベントへの出演ボランティア
・レクリエーションを通して、参加者と楽しく過ごす
　ボランティア

◎日中は家に一人…
　　　　もっとおしゃべりを楽しみたい！
　→ご自宅や施設へ行き、お話を伺います。

・傾聴ボランティア

◎目や耳が不自由だけど、
　　　　　いろいろな情報を知りたい！
　→音や点字、手話や筆談で知りたい情報をお伝えします

・音訳・点訳・手話通訳・要約筆記ボランティア

祝　平成27年度「ふくしの人」受賞

赤穂森の倶楽部
　平成９年４月に結成され、赤穂の森と緑を守る
ために活動を続けています。
　現在は、大山峠南（西有年）においてヒノキの
間伐、御崎において桜の蔓切りや清掃活動を中心
に活動しています。
　また、毎年「花と緑のフェスティバル」にも出店し、森林保全活動の
ＰＲや間伐材・蔓で作った作品などの販売を行っています。
　会員の方は、「森の成長を考えて作業を行い、見守っていくことに楽し
さを感じています」と話してくださいました。
　これからも会員で力を合わせて活動していきます。
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「福祉のこころ」
　　　　を育てよう！
～手話学習について～

　社会福祉協議会では、子どもから高齢者まで全ての世代が福祉について学び、ともに支えあい・ともに生
きる社会を実現するために、福祉体験学習を推進しています。
　アイマスクや車いすなどの貸し出しも行っており、ボランティアや当事者の方にご協力いただいて取り組み
が行われています。
　今回は、手話学習をご紹介します。

手話体験
　聞こえない人とのコミュニケーションといって
も、手話が伝わりやすいのか、筆談の方がよいの
か、人によって方法が違います。相手に合わせる
ことも必要ですが、まずは“伝えたい”という気
持ちを大切にしてもらいたいです。相手に伝わる
と、私も嬉しい気持ちになります。

手話体験にご協力くださっている
霜田　直宏 さん

あ

口話をやってみよう ！ ～口の動きが似ている言葉～

まんぼう　・　まんごー　・　めんぼう

障がいを理解し、“伝えたい”気持ちを大切に
　手話学習では、手話を体験したり、聴覚障がい者とのコミュニケーション方法を学習することで、聴覚障がい
者への理解を深めます。内容をすべて覚えることではなく、聴覚障がい者が自分たちと同じように日常生活をし
ていくため、一人ひとりが「何ができるのか」ということを考えるきっかけ作りを行います。
　最初は「うまく伝わらなかったらどうしよう・・・」と不安に思うかもしれません。しかし、お互いに理解しようと
いう気持ちがあれば、きっと伝わり、会話が楽しめるようになります。その「理解しよう」「伝えたい」という思い
を大切にすることを、手話体験を通して学んでいきます。

（主な学習の内容）

○ジェスチャーゲーム …体の動きや顔の表情で相手に伝えることを学びます。
○筆　　　談 …紙などに文字を書いて伝える方法を学びます。
○口　　　話 …相手の唇の形や動きを読み取って、相手の伝えたいことを理解する方法を学びます。
○手　　　話 …「おはよう」「こんにちは」などの簡単な手話や、自己紹介の方法を学びます。
○手　話　歌 …皆さんに馴染みのある「さんぽ」などの歌を手話で表現します。

　手話学習をはじめ、福祉体験学習を希望される自治会や団体・グループの方は、お気軽にご相談ください。
《問い合わせ》赤穂市社会福祉協議会（☎42－1397）まで
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あこう福祉ニュース
まち発見！

　４月30日、こどもの日に先がけて保育所等を、明
石赤穂市長と西理事長が訪問し、お菓子やおも
ちゃをプレゼントしました。
　たくさんのプレゼントに子どもたちは大喜びで、
「ありがとう！」と大きな声で受け取ってくれました。

　５月29日、赤穂海浜スポー
ツセンターにおいて「ＡＫＢパ
ラリンカップグラウンドゴルフ
大会」が開催され、70名を超
える方が参加しました。
　Ａ（赤穂市）・Ｋ（上郡町）・
Ｂ（備前市）から障がい者・ボ
ランティアが参加し、計16ホー
ルをプレイして交流を深めま
した。

　５月26日、市内16校の福祉教育担当教員を対
象とした研修会を開催し、18名が参加しま
した。
　研修の中で、障がいを特別なものとして考える
のではなく、障がいがある人とも積極的に交流し
ようという心の育成や、児童・生徒の福祉に対す
る理解を深めるための学習を推進していくこと
を共有しました。

　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、地域社会
との連帯感を深めることを目的として、福祉推
進連絡会等の協力のもと、給食サービス事業
を実施しています。
　５月７日には御崎地区で実施され、58食のお
弁当が手際よく調理されて各世帯へ届けられ、
大変喜ばれました。
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あなたのやさしさを善意の窓口へ―――

預託状況（5月1日～ 5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

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

●委任預託　 〈敬称略〉

住　　所 預　託　者 金　　額 預　託　内　容

松 原 町 古 江 茂 晴 50,000 亡母（こつる）満中陰志

中 広 溝 口 真 吾 5,000 福祉のために

上仮屋北 山 中 清 子 5,000 福祉のために

上 郡 町 三 上 芳 範 10,000 福祉のために

朝 日 町 赤穂東中第八回
卒 業 同 窓 会 30,356 福祉のために

大 津 赤 穂 精 華 園
保 護 者 会 20,000 赤穂精華園祭バザー

売上の一部を

新 田 寺  田  恵美子 30,000 亡夫(武司）満中陰志

尾 崎 名 和 邦 雄 5,000 車椅子借用御礼

清 水 町 後 藤 和 子 30,000 亡母（コリン）満中陰志

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

賛助会費  ありがとうございました（敬称略）
【個人】長谷川　紘一　　山田　和子　　　材木　敏夫　　　小椋　康博　　　小椋　孝子　　　中井　加和惠　　木村　繁滿 
　 中村　文代　　　中道　昭之　　　清水　輝代　　　宮崎　早苗　　　中川　明己　　　稲田　啓子　　　山﨑　賢一
 河上　俊之　　　佐方　武彦　　　有田　祥子　　　蒐場　洋子　　　穐本　千津子　　後藤　利樹　　　三村　精治
 中川　博　　　　中田　宣子　　　青木　洲平　　　出口　卓　　　　大黒　稔幸　　　高本　より子　　原田　敏昭
　　　　寺内　一成　　　前本　美奈子　　桐谷　宙佳　　　深澤　すみ子　　松田　利一　　　柏木　多聞　　　小林　幸子
 磯本　歌見　　　松本　十代子　　睦谷　美恵子　　山根　寿美子　　沼田　貴代　　　久須　律子　　　中村　孝司
 虎津　禎一　　　真殿　澄江　　　髙力　久枝　　　向濱　洋子　　　米野　征也　　　魚本　美智子　　涌元　雅代 
　　　　山﨑　悦男　　　大西　則子　　　西﨑　要　　　　柳内　和代　　　三木　保子　　　鵜﨑　タヱ子　　守部　悦子
 千年屋　正子　　山谷　信光　　　高田　裕弘　　　後藤　和子　　　清水　政幸　　　岩﨑　文子　　　西側　禎男
 矢野　隆　　　　三宅　秀和　　　沖　照幸　　　　木村　音彦　　　小島　由美子　　萬代　新一郎　　西田　義幸
　　　　米谷　徹志　　　赤穂市議会議員互助会　　　　　　米田　絹子　　　米谷　勝利　　　藤田　佳子　　　水野　亮
　　　　宮本　章子　　　山口　みな子　　野山　貴久子　　戸田　一子　　　久野　俊章　　　山野　敏則　　　鳴神　義量
　　　　池田　正男　　　服部　洋子　　　橋本　清美　　　柏　日出男　　　水守　正己　　　森田　みよ子　　佐藤　雅雄
 中元　龍己　　　溝口　將　　　　丑田　洋二　　　米原　佳代　　　高見　幸惠　　　　匿名４３名
【法人】亀井第二歯科医院　　黒田医院　　一華会　　中田第二歯科医院　　赤井歯科医院　　米谷歯科医院　　オアシス　　
　　　　かたろう会　　石川眼科　　ヘルシーガーデン　　鼓会　　MOAひまわり会　　㈲寒川商店　　あこう傾聴の会
　　　　ふれあいスポーツ赤穂　　赤穂ボランティア協会　　㈲みなと保険企画　　㈱神戸新聞赤穂専売所　　㈱葛島工務店
 ㈱三木組　　てんわかかりつけ医院　　㈱おさきかもめ屋　　日生信用金庫赤穂支店　　姫路信用金庫赤穂支店
 生そば更科　　㈱関工務店　　㈱元祖かもめ屋　　㈲こばやし葬祭　　花てまり　　播州信用金庫赤穂支店
 キムラカメラスタジオ　　中谷機工㈱ 　　㈱木戸組　　瀬戸内ホーム　　㈱カマタニ　　くいどうらく
 赤穂市婦人共励会　　㈱木本ガス設備　　㈱大健　　㈱岡本鉄工所　　日本塩回送㈱赤穂支店　　㈱原鐡工所
　　　　㈱クリハラント赤穂工業所　　菱彩テクニカ㈱赤穂工場　　赤穂ハイツ　　ユニチカ㈱坂越工場  

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 ）

　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。

「善意銀行」にご協力を

平成26年度　善意銀行報告
金銭預託金 （118 件） 3,143,364円
善意銀行払出金 （135 件） 3,100,000円
 （単位：千円）

預託件数内訳

みんなの善意でまちを明るく

　赤穂市善意銀行は、市民のみなさまからの善意をお預かりし、「善意の橋渡しの場」
として、昭和 38 年に赤穂市社会福祉協議会に設立されました。
　赤穂市善意銀行には、「供養として」や「福祉のために」、「誕生日のお祝い」等
年間を通じてたくさんの預託をいただいています。
　その預託金は、赤穂市において福祉活動を推進していくために、なくてはならない財源となります。
　今後も預託者のお気持ちを大切にし、さらに身近な地域で活用していきますので、ご協力をよろしくお願いします。

赤穂市福祉のつどい 699
移送サービス 60
給食サービス 40
おもちゃライブラリー 60
女性・児童団体助成（１団体） 50
敬老事業 988
心身障がい者団体助成事業（３団体） 50
心障スポーツ振興助成費 40

被保護世帯等激励事業（小・中学
校修学旅行お小遣い助成） 386
福祉団体助成事業（２団体） 170
災害見舞金 20
福祉サービス利用援助事業 150
ボランティア養成事業 187
心配ごと相談所運営費 200

預 託 内 容 件 数
満中陰志、供養として 33件
福祉用具借用御礼として 27件
福祉のために 23件
善意に（善意の募金箱） 13件

預 託 内 容 件 数
バザー、イベント収益
や会残金を

14件

誕生日、米寿お祝い ４件
感謝を込めて ４件

赤穂市福祉のつどい（平成26年度の様子）
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地域や近隣におけるふれ合い交流を応援

　社会福祉協議会では、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。

分類 名　　前

ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
・
み
ん
な
で
ゲ
ー
ム

マンカラ （10）
ミカド （8）
全国ご当地マップ （10）
オセロ （2）
輪投げ （4）
コンタクトゲーム （15）
にわとりのおいかけっこ （5）
マジックマイスター （3）
コミュニケーション麻雀 （1）
ボール的あて （1）
お手玉じゃんけん （1）
ジェンガ （1）

カ
ー
ド

トランプ （5）
百人一首 （5）
四字熟語合わせ （各4）
ドミノ （5）
思い出カルタ①② （各3）
唱歌カルタ （2）
キンダーメモリー （5）
マイティーマックス （10）
クラウン （14）
メモリー （3）

その他
積木 （2）
ジグソーパズル （12）

福祉
備品

たこ焼き器 （1）
お好み焼き器 （1）

［貸出用品一覧］

（　）は保有数
記載しているのは、貸出用品の一例です。
詳細は、社協までお問い合わせください。

　貸出予約・申請については、使
用を希望する日の３か月前から受
付します。
　個人的な貸出、営利目的や市外
での使用はお断りしていますの
で、ご了承ください。

コミュニケーション麻雀

輪投げ

全国ご当地マップ

たこ焼き器

思い出カルタ・唱歌カルタ

ボール的あて

カードゲーム

お好み焼き器

職員おすす
め用品 !!

　アフリカや中近東、東南アジアにかけ
て、古くから遊ばれているゲームです。
　ルールはとてもシンプル！　
　子どもから大人まで、ハマリます。
　ルールは100種類以上。飽きることが
ありません。

●マンカラ●

無料!!
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第１回　7月18日（土）午後１時30分～３時30分
『子どもたちとつくる貧困とひとりぼっちのないまち』
 ―特定非営利活動法人山科醍醐こどものひろば―

理事長　村井　琢哉 氏

第２回　7月25日（土）午後１時30分～３時30分
『改正介護保険と地域福祉活動について』
　立教大学コミュニティ福祉学部福祉学科講師
　服部メディカル研究所所長 服部　万里子 氏

第３回　８月１日（土）午後１時30分～３時30分
『住み慣れた地域で暮らし続ける』
 ―地域包括ケアとご近所パワー―
　ボランティアグループ「すずの会」

代表　鈴木　恵子 氏

場　所 総合福祉会館　３階集会室
受講料 1,000円（３回シリーズ）
※  参加券は、社協、公民館、市社会福祉課、関西福祉大学で７月15日（水）
まで発売中です。

第31回  市民福祉講座　　　テーマ　「一人ひとりが輝いて生きる」

　家族のふれあいや仲間同士のつながりを感じながら、
みんなで楽しい夏休みの思い出をつくりませんか??
●日　　程　　８月８日（土）
　　　　　　　  午前８時赤穂出発～午

後６時帰着（予定）
●行　　先　　  中野うどん学校（うど

ん作り）・新屋島水族
館（ともに高松市）

●参加対象　　  市内在住のひとり親家庭で親子で参加
できる方

●定　　員　　40名
●参　加　費　　大人：1,800円　　子ども：1,200円
●申込方法　　７月６日（月）～10日（金）
　　　　　　　午前８時30分～午後５時30分に電話
　　　　　　　もしくはご来館頂き申し込みください。
　　※他の家族の代理申し込みはできません。
　　※申込者多数の場合は抽選となります。

ひとり親家庭ふれあい事業
『フェリーで行く!! 
うどん学校と新屋島水族館

in香川の旅!!』

参加者
募集 !!

●と　　き　　７月18日（土）午前10時～正午  
●と　こ　ろ　　総合福祉会館　１階教養娯楽室  
●参　加　費　　50円（行事用保険代）
●定　　員　　20名（定員になり次第締め切ります） 
●受付方法　　６月22日（月）より受付開始
　　　　　　　≪電話可≫   
●申　込　先　　社会福祉協議会　☎ 42－1397
　　　　　　　※  小学３年生以下の方は保護者の方も

一緒にご参加ください。

　おもちゃライブラリーでは、子どもの豊かな感性
と、ものづくりの楽しみを知ってもらうきっかけづく
りとして「手作りおもちゃ教室」を開催します。
　今年はバネを用いた
飛び出す「びっくりコッ
プ」作りを行います。
　好きなキャラクター
を作って、オリジナルの
「びっくりコップ」を作
りましょう！

～おもちゃライブラリー～
「手作りおもちゃ教室」参加者募集！

♪おもちゃであそぼう♪

おもちゃライブラリー ＆ おもちゃ病院のご案内
　おもちゃライブラリーでは、０歳から遊べる楽しいおもちゃを多数用意しています。 
開設日に気軽に遊びに来てください♪      
※おもちゃの貸し出しも無料で行っています。
●開　設　日　　毎月　第２木曜日　午前10時～正午 
　　　　　　　　　　第４土曜日　午後１時30分～３時30分
●場　　所　　総合福祉会館　１階教養娯楽室
　おもちゃ病院では、「ものを大切にする心を育んでもらいたい」との思いを込めてボ
ランティアの協力のもと子どもの大切なおもちゃを修理しています。
●開　院　日　　毎月　第２木曜日　午前10時～11時（修理受付のみ）
　　　　　　　　　　第４土曜日　午後１時～３時（受付・修理）
●場　　所　　総合福祉会館　１階集会室
●費　　用　　無料（一部部品代を頂くこともあります）  

開設日 ６月 ７月 ８月 ９月 10月
11日 27日 ９日 25日 22日 10日 26日 ８日 24日

開設日 11月 12月 １月 ２月 ３月
12日 28日 10日 23日 27日 10日 26日

新しいおもちゃも仲間入り
しました！
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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

検索赤穂社会福祉協議会
赤穂市社会福祉協議会で検索してください

山陽自動車道

赤穂市総合
福 祉 会 館

ハーモニーホール図書館
市役所

赤穂城跡

体育館 市民病院

赤穂海浜
公園

赤穂 I.C

R250

至 三石・R2

消
防
本
部

至　
備
前

至　
龍
野
西

山
陽
自
動
車
道
赤
穂
I
C
か
ら
自
動
車
10
分

J
R
相
生
駅
か
ら
自
動
車
25
分

J
R
播
州
赤
穂
駅
か
ら
徒
歩
東
南
へ
10
分

赤 穂 駅

　先日、善意銀行へ「赤穂の方に助けていただいて、お礼
を言いたいけれどお名前も分からず…。何か赤穂のまちに
お返しできれば」との寄付が寄せられました。窓口では、
預託一つひとつから温かな心をお預かりし、市民の皆さま
へ様々な形でお届けしています。担当者も、時に皆さんの
寄付エピソードに心温められています。 （阿）

■ 編集後記 ■

心配ごと相談所のご案内
（６月10日～７月15日まで）

【一般相談】 6月10日（水） 6月24日（水）
  7月  1日（水） 7月  8日（水）
【弁護士相談】（要予約）
  6月17日（水） 7月15日（水）
【カウンセラーによるこころの相談】（要予約）
  6月24日（水） 7月  1日（水）

※時間はいずれも午後１時～５時までです。

井上律子さん（周世）

No. 3

祝平成27年度
ふくしの人受賞☆

実子のいないひとり暮らしの会
「ひまわりの会」の運営をお手伝
いされています。

Ｑ．活動を始めたきっかけは？
Ａ． ヘルパーを定年となり、身体が元気で時間もあったため、仕事として関
　　  わっていた「ひまわりの会」の会員と別れてしまうのもさみしかったの

で、現在まで活動しています。
　　  今では、この活動が私の生きがいとなっています。会員は人生の先輩ば

かりで、人生の指針は会員からもらっています。また、これまで活動を
続けられたのは、会員はもちろん、主人の協力があってこそだと感謝し
ています。

Ｑ．活動をしていて嬉しかったことは？
Ａ．毎月、会員に会うたびに「今月も元気に会えたなぁー」と嬉しく思います。
　　欠席した会員には必ず電話で連絡をし、状況を確認しています。
Ｑ．これからの目標は？
Ａ． 「ひまわりの会」は実子のいないひとり暮らし高齢者が参加されており、
　　  同じ境遇の方が市内にはもっとおられると思います。これを機に「ひま

わりの会」のＰＲになればいいなと思います。

展示会当日の特典
◆花嫁衣裳 ………… ２割引
◆その他貸衣裳 ……… １割引
◆花嫁衣裳ご契約の方

…… 記念品プレゼント
◆来場の方

……… 粗品プレゼント
レンタル料
◆打掛 ………… ￥30,000 ～
◆ウエディングドレス

………… ￥20,000 ～
◆紋付 ………… ￥15,000 ～
◆タキシード

………… ￥12,000 ～

◆留袖 ……… ￥4,000 ～
◆振袖 ……… ￥10,000 ～
◆モーニング ……… ￥5,000
◆ゲストドレス

……… ￥3,000 ～
◆子供服 ……… ￥3,000 ～
※  新郎・新婦衣裳写真撮りのみの
場合
※振袖写真撮りのみの場合 
　  いずれも３割引（写真店にて撮
影に限る）
貸衣裳の収益金は地域福祉を高め
るための貴重な財源となってい 
ます。

2015
貸衣裳展示会
振袖・留袖  新作発表

［処分市同時開催］

７月4日（土）・5日（日）
午前９時～午後５時
赤穂市総合福祉会館
３階集会室 問い合わせ：赤穂市社会福祉協議会（貸衣裳室）　☎ 42－1397


