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社協だより
あいおいの福祉
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認め合い 支え合い 安心して暮らせる あいおい

※火気厳禁（バーベキューや花火は禁止です）

～横尾池公園～（ひかりが丘）相生市内の公園案内
　緑に囲まれた山の中に横尾池公園はあります。公園の奥には
長い「ローラーすべり台」や「ターザンロープ」などの遊具。公園
の入り口すぐにあるスペースには小さいお子さんも遊びやすい遊
具や砂場などもあり、年齢を問わず楽しむことができます。広い
芝生広場で、お父さん、お母さんと一緒に寝転んでゆっくり空を
ながめてみてはいかがでしょうか？

新型コロナウイルスに

　2月28日（日）、兵庫県に出されていた緊急事態宣言が解除されました。しかし、
新型コロナウイルスの感染者数は増え続けています。感染症対策について今いちど
確認し、新型コロナウイルスに感染しない、させないように心がけましょう。

相生市新型コロナウイルスワクチン
接種専用コールセンター
☎23-7167
【受付時間】8：30〜17：15
　　　　　（土日・祝日を除く）

● 持ち帰りや出前等を活⽤する。
● 大皿は避けて料理は個々に。
● 対面を避けて座り、おしゃべりは控えめに。
● 外食の際は、食事が終わったらマスクを着⽤

する。

● 感染が流行している地域への往来を控える。
● 発症したときのため、誰とどこで会ったかを

記録しておく。（新型コロナウイルス接触確
認アプリCOCOAの利⽤等）

● １⼈又は少⼈数で買い物に行き、客数の少
ない時間に行く。

● 電子決済等を利⽤し、素早く会計を行う。
● サンプル品や展示品への接触は控えめに。
● レジに並ぶときは前後にスペースを取る。

日常生活の感染対策❶ ❷

❸ ❹買い物に関する感染対策

移動に関する感染対策

食事に関する感染対策

● ３密の回避。（密集・密接・密閉）
● まめに手洗い、手指消毒・せきエチケットの徹底。
● こまめに換気・身体的距離の確保。
● ⼈と話をする時は可能な限り真正面を避ける。
● 毎朝の体温測定。
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　新型コロナウイルスの影響で収入が減少した世帯に対して、緊急小口資金と総合
支援資金の特例貸付が令和２年３月25日より開始されまもなく１年が経過します。相
生市社協では、２月末現在で550件以上の相談支援を行い、緊急小口資金140件、総
合支援資金77件の申請を受付しました。
　相談に来られる方の年齢層や職種はさまざまで、10代から80代まで幅広い世代か
らの相談がありました。職種については、個人事業主やタクシーなどの運送業、工場
などで働いている方が多く、９月以降から年末になると、失業された方や通常の貸付
ではあまりなかった外国人も多数相談に来られました。
　今後は、資金の貸付と同時に就労支援を一体的に行う必要があると思います。
　特例貸付については、３月末で受付終了予定（令和３年３月11日現在）ですが、新型
コロナの影響はまだまだ続くと思われます。
　生活に困っている方や悩んでおられる方がいましたら社協までご相談ください。

年金の支給日をすぐに忘れてしまい、
いつも他市に住んでいる娘に教えても
らっている。身近にいてお金の管理を
してくれる人はいないだろうか。

　 　忘れてしまう

も

う
すぐ
年金の支給日

よ 電気代や携帯代など、毎月支払いをし
なければいけないのに、パチンコや
ギャンブルに使ってしまう。後からと
ても困るので、お金の使い方について
アドバイスしてもらえないかな。

　 　アドバイスをしてほしい

パチンコパチンコ パ
チ
ン
コ

こんなお悩みを抱えている方ご相談ください！

日常生活自立支援事業のご案内

職業別

年齢別 （申請者のみ）

（R２.３月末〜R３.２月末までの申請世帯数と貸付決定額）

（申請者のみ）

30代から50代の方
が半数以上を占めている
が、60代以上の高齢の
方、20代前半の方も多数
おられた。

緊急事態宣言による
時短営業の影響により、
飲食店、タクシーなどの
運送業に大きな影響が
あった。また、工場の稼
働が縮小したり、残業時
間の減少により給料が減
少した方もおられた。

貸付状況

・福祉サービス利用のお手伝い
・日常的な金銭管理のお手伝い
・通帳や印鑑、年金証書などの預
かり

・まずは相生市社会福祉協議会ま
でご相談ください

※相談は無料です

・１回の利用料は１時間1,000円
です

・生活保護を受給されている方は
無料です

悩 悩

ご家族やケアマネ
ジャーなどご本人
以外からの相談で
も結構です。

新型コロナから暮らしをまもる相談支援
～生活福祉資金特例貸付の状況について～

どんなサービスを
受けられるの 利用料は 利用するには

どうしたらいいの

飲食店
18人（8.3%）

運送業
35人（16.2％）

失業者
27人（12.4%）

製造業
30人（13.8%） 会社員

38人（17.5%）

個人事業主 
61人（28.1%）

20代
25人（11.5%）

30代
33人（15.2%）

40代
51人（23.5%）

50代
49人（22.6%）

60代
48人（22.1%）

70代  9人（4.2%）

フリーランス 3人（1.4%）
その他 5人（2.3%）

80代  2人（0.9%）

総数
217人

総数
217人

（申請世帯数） （金額）
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お問合せ・申込み ＞＞＞ 相生市社会福祉協議会 　相生市旭１丁目６番28 号 相生市立総合福祉会館内
電話 23－2666　FAX 23-7600
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　朗読ボランティアひびきの会は、昭和55年
２月に結成され、今年40周年を迎えました。
ひびきの会では、これまで市広報紙や社協だ
より、市議会だよりなどをカセットテープに吹
き込み、市内の目の不自由な方へ届けてきま
したが、最近では、パソコンを使用しＣＤに
吹き込んでいます。現在、16名のボランティ
アが和気あいあいとした雰囲気で活動してい
ます。
　リスナーの大谷武さんは、「情報弱者と言
われる私たちに、いつも身近な話題を届けて
くださることに感謝しています。これからも
続けてもらいたいです。」と話されています。

　ポラリスに勤めるようになって約５年。そ
れ迄に幾つかの介護施設等を経験してきま
した。
　私が福祉の仕事をしたい、と思ったのは
中学生の時で、そこから迷わず進んできまし
たが、実際に働き出すと悩んだり疲れたり、
笑ったり怒ったり・・・自分の理想とは程遠
い自分なんだな、と痛感しました。
　「福祉」「介護」と難しく考えず、相手の
⾝になって考える、ということが基本です。
(ポラリスはリハビリに特化した所なので、	
少々きつめのことをお話している時もあるか	
もしれませんが)
　何歳になっても、というか自分も歳を重ね
る程、色濃くかわいがってくれた祖父母のこ
とを思い出します。
　10代の頃の私は、足の爪を切ることがそ
んなに大変なこととは知りませんでした。思
春期の頃を思い出すと「もう少し優しく声を
掛けてあげたら良かったな」と思う場面もあ
ります。それでも、今、自分がずっと福祉の仕
事に興味を持ち続けられているのは家族の
お陰で、感謝しています。

　⼀つ福祉の仕事をして思うのは、家族以
上にその人の歴史や思い出、また家族に話せ
ない想い等を知ることになって、その人を好
きになったり⼀緒に悩んだり、深くとても面
白い仕事、ということです。
　「心は熱く、頭は冷静に」私の大好きな恩
師の言葉です。流されがちな日常に、初心を
思い出して、利用者様の笑顔と自立支援に
取り組んでいきたいです。

キラリキラリ 『ふくし』のひと『ふくし』のひと★
令和３年１月１日 ～ 令和３年２月28日（敬称略）

（単位：円）善意銀行預託
住所 氏名 内　容 金　額

１月
緑ヶ丘 4 丁目 濵田　郁子 2,000 

匿名 40,123 

旭 3 丁目 日本キリスト教団　
相生教会

ｸﾘｽﾏｽ･ｲｳﾞ礼拝の
席上献金 27,800 

矢野町小河 勝谷　尊重 香料返し 100,000 
相生 1 丁目 三徳　高久 介護用おむつ 物品預託
旭 2 丁目 匿名 3,000 
旭 2 丁目 匿名 3,000 

匿名 1,700 
若狭野町若狭野 金田　隆弘 亡父の供養のため 100,000 
佐方 3 丁目 小寺　克典 3,000 
たつの市龍野町
富永

西播磨地域の県職員
歳末愛の預託運動 20,000 

若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 

姫路市白銀町 第一生命株式会社
姫路支社 車椅子３台 物品預託

匿名 6,000 
若狭野町雨内 平林　学 地域福祉のために 50,000 

２月
那波大浜町 大島山住吉神社 新型コロナウイルス

退散祈願お賽銭 12,129 

緑ヶ丘４丁目 濵田　郁子 2,000 
双葉１丁目 匿名 2,000 
相生３丁目 八木　清司 100,000 

匿名 14,000 
那波野１丁目 匿名 5,000 
旭２丁目 匿名 3,000 
旭２丁目 匿名 3,000 
旭３丁目 安田　政代 車椅子借用お礼 10,000 
垣内町 匿名 10,000 
若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 
青葉台 匿名 3,623 
佐方３丁目 小寺　克典 3,000 

皆さまのあたたかい善意
ありがとうございます

ボランティア協会だより
相生ボランティア協会　会長　小橋　邦子

　早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　新型コロナウイルス感染拡大の中、在宅でできるボラン
ティア活動があることを新聞で知りました。
　回覧板や掲示板の代わりにホームページを立ち上げたり、
オンライン会議システムで体操教室を行っている地域もあり
ます。
　ボランティアは必ずしも特殊な専門知識が求められるわけ
でもなく、発表用ソフトを使った資料作成や、オンライン会
議システムといった会社員らが日常的に使うスキルが活躍し
ます。時代に応じて、必要とされる物も変わってくるというこ
とですね。
　対面ではなく、自宅からオンラインで支援することも増え、
他の地域での活動できるメリットも生まれました。新型コロ
ナウイルス感染症によって動きづらい時間も多く、人間関係
が狭くなりがちです。オンライン支援には、ボランティアに
とっても新たな人とのつながりや自分の世界を広げる意義も
あると感じました。

　１月25日（月）、第一生命保険株
式会社	姫路支社様から車椅子３台
を寄付いただきました。
　ご厚意に深く感謝するとともに、
車椅子は介護保険制度等の利用が
困難な方の通院や余暇活動に使用
させていただきたいと思います。あ
りがとうございました。

善意銀行払出し
（単位：円）

氏　名 金　額
要保護・準要保護世帯生徒の新中学一年生に対する
スポーツウェアの購入費助成（7 件） 49,000

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

Topics  〜トピックス〜

ポラリスデイサービスセンター相生　介護員　成本由紀子さん

社協だより「あいおいの福祉」の有料広告を募集します。
広告掲載一回あたり 6,000 円です。年間継続では、さらにお安くなります。

（原則１枠の掲載となりますが、２枠以上希望される場合はご相談ください）

お問合せは相生市社会福祉協議会　☎0791-23-2666まで
※このサイズが広告の実際のサイズです。（縦 30㎜×横 120㎜）

本誌有料広告の募集
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　ふれあいいきいきサロンは、地域住⺠が気軽に出かけて参加できる
“つどいの場・仲間づくりの場”です。サロン活動は、お互いの安否確
認やたすけあいにもつながり、⾝近な地域で始めることができる福祉
活動の⼀つです。
　今年も令和３年度の助成⾦申請を受付してします。
※この助成⾦は、住⺠の皆様からご寄付いただいた⾚い⽻根共同募⾦を
財源としています。

《申請書類》
　申請⽤紙は、社協窓⼝もしくは相⽣市社協のホームページ→申請様式
集→ふれあいいきいきサロン事業活動助成⾦『活動助成⾦申請書』より
ダウンロードしてください。

《注意事項》
〇助成⾦額は開催回数・⼈数により決定します。
〇サロン活動の内容は、特定の参加者のための技術向上や趣味活動に

特化したものでないことが必要です。

在宅で介護をされて
いた方から、介護用オ
ムツをご寄付いただき
ました。現在、介護を
されているご家族の
方など必要な方がお
られましたら、無料で
お譲りします。
☎23‐2666

オムツの種類
① 尿とりパッドテープ用（アテント）
② テープ式オムツ Ｍサイズ（アテント）

Information  〜伝言板〜
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※新たにサロンの立ち上げを考えられている方や助成⾦について知りた
い方はお気軽にご相談ください。

弁護士が問題解決に向けて助言をする相談所です。
場　　所： 相生市立総合福祉会館3階
相 談 料： 無料（相談時間30分）
相談時間： 9：00～12：00
 30分ごとの予約制　

日　　程： 4月 7日（水） 4月21日（水）
 5月12日（水） 5月19日（水）
 6月 2日（水） 6月16日（水）
事前予約：☎23-2666

ふれあい法律相談
事前に電話等でご予約をお願いします

ひきこもり相談
予約不要

『学校や職場になじめない。』『他人とのコミュニ
ケーションがうまくできない。』『部屋にひきこ
もってしまう。』などのお悩みを抱えておられる
方、ご家族の方を対象に相談会を行います。
場 所： 相生市立総合福祉会館３階
対 象 者：	ひきこもり状態にある方の
 ご家族及び本人
相 談 料： 無料
相談時間： 13：30～16：00
日 程： 4月19日（月） 

気軽に立ち寄れる相談窓口として開設しています。
お電話でも受付けています。
場　　所： 相生市立総合福祉会館3階
相 談 料： 無料
相談時間：13：30～16：00
日　　程：4月12日（月）
 5月10日（月）
 6月14日（月）

ふれあい心配事相談
予約不要

子育て支援や高齢者の見守り、サロンなどの居場所
づくり等を通じて、住民同士が世代・性別を問わず助
け合いのできる地域コミュニティの構築に取り組む
地域団体等を募集します。
対 象 団 体：地域団体、地域団体による協議体、

ＮＰＯ法人等
補助予定団体数： ６団体程度
補 助 金 額： １団体あたり５０万円限度
事業実施期間： 交付決定日から令和４年３月31日
募 集 期 間： ５月中旬～６月中旬
	 ※募集期間内必着
そ の 他： 応募書類等は、兵庫県のホーム

ページからダウンロードしてくだ
さい。

問 合 せ 先： 兵庫県健康福祉部社会福祉局地域
福祉課☎078-362-3181

令和３年度地域相互見守りモデル事業
（地域となり組）実施団体の募集

介護者のつどい「あ・うんの会」
からのお知らせ 相生市善意のつどい講演会

講 師： ラジオパーソナリティ
 谷　五郎　氏
日 時：	６月12日（土）
 14：30～16：00（予定）
演 題： 「谷 五郎の笑って暮らそう！」
会 場： 相生市文化会館　扶桑電通なぎさ

ホール
略 歴： 1953年、兵庫県高砂市生まれ。
神戸大学農学部卒。高砂市農協（現ＪＡ兵庫
南）を経て、1991年パーソナリティに転
職。現在、ラジオ関西「谷五
郎のこころにきくラジオ」
「谷五郎の笑って暮らそう」
「谷五郎のこんにちはふぁ～
みん」等、ラジオを中心に
様々な活動を行っている。

内 容	 ①傷害補償（ボランティア本人の活動中に被った急激かつ偶然
な外来の事故によるケガの補償）

	 ②賠償責任補償（第三者の身体や財物へ損害を与えた場合の
補償）

	 ③死亡見舞金（傷害給付の対象にならない場合）

加入できる人	 相生市社会福祉協議会・相生市ボランティアセンターに登録さ
れたボランティアグループ会員及び個人ボランティア

補 償 期 間	 令和３年４月１日～令和４年３月３１日まで
	 ※年度途中の加入は手続き完了日の翌日から補償が開始します。

掛 金	 １⼈あたり５００円 ※いずれの時期に加入しても同額

加入手続き	 加入申込書に必要事項を記入し掛金を添えて、相生市ボラン
ティアセンターへお申込みください。

問 合 せ	 相生市ボランティアセンター（☎２３－２６６６）

		令和３年度

「兵庫県ボランティア・
市民活動災害共済」のご案内

ふれあいいきいきサロン
事業活動助成のご案内

《赤い羽根共同募金配分事業》

　ボランティア活動中の万が一の事故やケガに備える保険です。事故
やケガの程度により、傷害保険金・賠償保険金・死亡見舞金が支払わ
れます。

①

②

企画提案から
印刷・加工まで
何でもご相談
ください。三菱重工 菊半裁四色印刷機 シール印刷機 コニカ オンデマンドプリンター

☎22-1111  http://www.hatoin.jp/
相生事務所：〒678-0008 相生市栄町12番1号
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