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移送サービスの利用について

歳末たすけあい運動にご協力ありがとうございました

　社協では、日常生活において車いすを必要とする障が
い者や、要介護高齢者の外出（通院など）を援助する活動
を行っています。
　活動は、車いすのまま乗車できるリフト付車両で行わ
れます。
　なお、利用に際しては事
前の申し込み手続きが必要
です。
　詳しくは社協までお問い
合わせください。

実 施 日
月曜日～土曜日
午前８時30分～午後５時15分
（日曜・祝日・年末年始は休み）

利用料金 １回　往復1,000円（片道も同額）

利用条件 赤穂市内在住の方で、家族（介護者）
１名同乗できる方

実施主体 赤穂市社会福祉協議会

協力団体 ボランティアグループ
「てんとうむし」

8,661,621円集まり、7,410,000円配分されました

１．募　金 （単位：円）

募金
種別 目標額 実績額 内　　訳

件　数 1件当たり
戸別

7,500,000

7,432,955 15,160戸 490

職域 148,410 19職域 7,811

法人 548,000 97法人 5,649

有志 225,798 19件 11,884

街頭 94,021 1回 94,021

無人 212,437 301箇所 706

合計 7,500,000 8,661,621 達成率115.5％

２．物　品

もち米30㎏ 高雄小学校児童会

配分実績
 （単位：円）

区　　　　　　分 件　　数 金　　額
在宅重度障がい者（児）（事務費含） 3人 220,000
児童 ･障がい者･老人福祉施設入所者 45人 225,000
被保護 ･要援護世帯児童生徒お年玉 521人 1,124,000
ひとり暮らし老人 ･高齢者世帯へ
友愛訪問

14箇所
（2,228人） 1,852,400

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
更生保護女性会 助成金 １団体 30,000
三世代交流もちつき大会
（ひとり暮らし老人 ･高齢者世帯）

14箇所
（2,228人） 2,891,600

ふれあいいきいきサロン事業 630,000
介護特別食サービス助成金 275,000

三世代交流事業 37,000

生活困窮者支援事業 65,000

配　分　金　合　計 7,410,000
※募金額と配分額との差額は、次年度に繰り越します。

　昨年12月の歳末たすけあい運動では、目標額を上回る皆さんから温かい気持ちが集まりました。
　寄せられた募金は下記のとおり、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等に配分されました。
　ありがとうございました。

募金実績
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心配ごと相談所のご案内（２月18日～３月11日まで）

小地域リーダー研修会　受講者募集

「地域福祉って？？」にお応えします！

【一般相談】
　２月25日（水）、３月４日（水）、３月11日（水）
【弁護士相談】　（要予約）
　２月18日（水）
【カウンセラーによるこころの相談】　（要予約）
　２月25日（水）、３月４日（水）
※時間はいずれも午後１時～５時までです。
※  費用は無料です。相談のご予約・お問い合わせは
社協まで。

　心配ごと相談所は、日常生活で困っていること、
悩んでいることについて誰でも相談できるところ
です。
　相談内容が外部に漏れることは一切ありません
ので、安心してご相談ください。
　費用は無料となっております。
　相談のご予約・お問い合わせは社協まで。

※弁護士相談・こころの相談は予約が必要です。
　ご注意ください。

　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　時　第１回　２月28日（土）
　　　　　第２回　３月７日（土）
　　　　　ともに午後１時30分～４時
●場　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20日（金）
　　　　　第２回　２月28日（土）
※  ２回シリーズの講座ですが、１回だけの
参加も可能です。

　社協では、「福祉について知りたい！！」という地域に伺い、小地域福祉研修会を開催しています。
　自分たちの暮らしている地域福祉の現状や、介護保険事業、社協の事業等について詳しく説明します。
また、地域の課題については、解決に向けて住民の方々と一緒に考えていきます。

　地域福祉の現状について考えてみませんか？研修会開催の際は、是非社協までお声かけください！

～あなたの地区でも小地域福祉研修会を開催しませんか？～

（第１回）
「福祉協力校実践発表と小地域福祉活動」
　　―みんなで作ろう地域の輪―
　・福祉協力校実践発表（西小・尾崎小・坂越小）
　・  ふれあい・いきいきサロン実践発表（新町サロン）
　講師　兵庫県レクリエーション協会副会長
 　速水　順一郎 氏
（第２回）
「小地域福祉活動とたすけあい活動」
　　―地域で自分らしく暮らすために―
　・パートナーサービス実践発表（本水尾・上高谷）
　・  ふれあい・いきいきサロン実践発表（「しおかぜ（福浦）」）
　講師　関西福祉大学社会福祉学部学部長
 　平松　正臣 氏

自助

地域福祉
の推進 公助共助

一人ひとりが
努力すること

行政などによる
公的な支援

地域にによる
助けあい
支えあい

地域福祉推進のイメージ

連携・協力 連携・協力

連携・協力

　現代社会では「孤独死」「無縁社会」
という言葉が多く聞かれますが、そ
れらの課題を見過ごすことができな
い状況となってきています。また、
若者が市外へ出てしまい、地域に高
齢者しかいないというところも出て
います。
　そのような課題に対し、「自助・共
助・公助」のそれぞれの役割を果た
しながら相互に連携・協力していく
ことが必要不可欠となっています。
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あなたのやさしさを善意の窓口へ―――

預託状況（12月19日～１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 匿 名 3,000 車椅子借用御礼
尾 崎 瀬戸内ホーム 653 善意の募金箱
御 崎 かんぽの宿赤穂 8,951 善意の募金箱
中 広 総合福祉会館 7,369 善意の募金箱
元 塩 町 匿 名 100,000 御礼
坂 越 前 田 　 資 子 30,000 福祉のために
惣 門 町 匿 名 3,000 車椅子借用御礼
折 方 宮 本 　 正 利 50,000 亡父(信男)満中陰志
中 広 中 田 　 靖 乃 50,000 亡父(高田勉)満中陰志
有年横尾 宮 本 　 尚 吾 50,000 亡父(武司)満中陰志
上 郡 町 三 上 　 芳 範 15,000 福祉のために
キ ャ ン デ ィ ー 5,000 しあわせフェスティバル売上金の一部を

新 田 濱 村 　 和 志 100,000 亡父（秀男）満中陰志
塩 屋 匿 名 5,000 車椅子借用御礼

◎善意銀行受付窓口・・・赤穂市社会福祉協議会◎

『影絵の世界へようこそ』　　　♪おもちゃで遊ぼう♪
　おもちゃライブラリーでは、冬のイベントとして
影絵を開催します。
　子ども達の想像力を豊かにする光と影の世界を一
緒に楽しみませんか？
　ご参加お待ちしています！

●日　時　２月28日（土）
　　　　　午後１時30分～２時30分
　　　　　※おもちゃライブラリー開催時間内
●場　所　総合福祉会館１階 教養娯楽室
●講　師　影絵サークル『かげっこ』
　　　　　代表　松本　久美 氏他
●参加費　無料
●定　員　50名
●申込受付　２月10日（火）～２月20日（金）
　　　　　  参加申し込みは、
　　　　　社会福祉協議会（☎４２・１３９７）まで

　おもちゃライブラリーでは、楽しいおもちゃを多
数用意しています。
　開設日にはおもちゃの無料貸し出しも行っています。
●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～２時（受付・修理）
●場　所　総合福祉会館１階 健康相談室
●費　用　無料（一部部品代を頂くこともあります）

福祉の拠点をみんなで支えてください。

【個人】 桝本　　　章 粟井　　鐡芳
 橋本　捷一郎 幸田　きく江

一般会員　１口　500円・賛助会員　１口　2,000円
法人会員　１口　5,000円

賛助会費ありがとうございました〈敬称略〉

　地域住民の方が、身近
なところで気軽に集まる
事のできる場である「ふれ
あい・いきいきサロン」活
動の実施・運営を推進す
る実践講座を開催します。

●日　時　３月16日（月） 午後１時30分～４時
●場　所　赤穂市総合福祉会館 ３階集会室
●内　容　①サロンの運営について
　　　　　②自分が楽しんで活動しなきゃ、意味がない
●講　師　motto ひょうご 事務局長　栗木　剛 氏
●参加費　無料
●定　員　40名
●参加対象　  ふれあい・いきいきサロンを現在運営して

いる人
　　　　　  ふれあい・いきいきサロンを新しく始めた

い人、興味がある人
●申込締切　３月６日（金）

ふれあい・いきいきサロン実践講座

ふれあい・いきいきサロンとは？

　あなたの地域に、家に閉じこもりがちになって
いる人はいませんか？
　介護に疲れている人はいませんか？子育てで悩
んでいる人はいませんか？
　こうした人たちが気軽に近くの集会所等に集ま
れる場を地域の方々で企画・運営していく活動が
「ふれあい・いきいきサロン」です。
　あなたの地域でも始めてみませんか？
　詳しい内容は、社協までお問い合わせください。

室

おもちゃライブラリー＆おもちゃ病院のご案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　♪

　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。ご協力をお願いします。 
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