
新型コロナウイルス感染症に負けるな！
～地域のつながりを守るために～

　「まちの子育てひろば」は、子育て中の親子が気軽に集い、
仲間づくりを通してお互いに情報交換ができる場です。まち
の子育てひろばに参加することで、親同士・子ども同士が友
だちになり、地域でのつながりができます。

利用者の声

子どもが
簡単なルールを

守れるようになった

子どもに人見知り、
場所見知りがあったが、
ともだちができ、長く
遊べるようになった

親も子も、
様々な刺激を受ける

ことができる

まちの子育てひろばの紹介

　「住み慣れた地域で、集いの場を作りたい」という住民の想いから、相生市高年クラブ連合会
と小河自治会の協力のもと、立ち上がりました。
　毎週木曜日、矢野町小河公民館で活動されています。主な活動としては、いきいき１００歳
体操や、脳トレなどを行った後、皆でお茶を飲みながら雑談を楽しまれています。
　参加者からは「家の近くにつどいの場ができたので、気軽に参加できるようになった。」と
喜びの声があがっていました。

「さくらくらぶ」
矢野町小河で新しく立ち上がった

ひろばに来ると
子どもがよく遊ぶので、
親も子もリフレッシュ

できる

　新型コロナウイルス感染症の影響により、家に閉じこ
もりがちになり、運動不足で体の機能が低下したり、精
神面の不調や社会的な孤立を感じる。という声がよく聞
かれます。

　相生市内では、マスクの着用、換気の徹底、検温や消毒な
ど、感染予防対策をしながら活動している集いの場がたくさ
んあります。お住まいの地域のふれあいいきいきサロンやい
きいき１００歳体操などに参加してみてはいかがでしょうか。
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生活に困窮した世帯を
支えるために

いきいき100歳体操
「上 にこにこクラブ」（矢野町）

「リフレッシュ2021」
スタート3月24日㈬3月18日㈭ 4月4日㈰

　フードバンクはりま・相生市・相生市社会福祉協議
会は、フードバンク活動に関する合意書を締結しまし
た。家庭で余っている食べ物を持ち寄り、地域の福祉
団体や施設、フードバンクなどに寄付することで、コ
ロナ禍の長期化により生活に困窮している世帯などを
支援することができます。また、食品ロスを減らすこと
は、環境にやさしい取り組みにもつながります。

　「自分の住む地域でも、集いの場を作りたい！」という
想いを、地域住民が一丸となって形にし「上　にこにこク
ラブ」が矢野町上で立ち上がりました。
　みなさん、とても和やかな雰囲気で体操をされていま
す。また、特定の人が負担にならないよう、公民館の鍵開
けや準備は参加者で順番に行っており、住民同士のつな
がりの強さを感じます。

　野瀬地区において、地域の誰もが気軽に参加できる新た
なつどいの場が立ち上がりました。
　この日、野瀬コミュニティ会館には20名以上が集い、桧垣
均先生の指導のもと太極拳で汗を流しました。
　信原稔信会長は、「縁あって同じ地域に住んでいるみなさ
んのつながりを大切にしたい。今後も、脳若トレーニングや
囲碁・卓球などを行いたい。」と話されています。

Topics  〜トピックス〜

　地域の移動の悩みにより多くお応えするため、車いすご
と乗れるスロープ付き福祉車両を購入しました。
　当車両は、主に車いす等で外出や通院が困難な方を対
象に、送迎を行う「あいおい運転ボランティアグループ」の
活動「移送サービス」に使用させていただきます。
　また、福祉車両の貸し出しも行っておりますので、ご相
談、申し込みは相生市社会福祉協議会までご連絡ください。

※福祉車両の使用状況により、貸し出しできない場合があります。ご了承ください。

　車いすの安全な乗り降りの方法
や、スロープの取扱い等について、参
加されたボランティアは、熱心に学
んでおられました。
　新車には自動ブレーキシステムや
オートライト機能等搭載されており、
今後より安全に活動できるようにな
りました。

福 祉 車 両 を 購 入しました 新車の操作方法の講習会を実施しました

「あいおい運転ボランティアグループ」のボランティア活動に興味のある方

相生市社会福祉協議会（0791-23-2666）までご連絡ください

移送サービスの利用を希望される方 福祉車両の貸し出しのご相談

令和３年度 事業計画と予算
　3月25日に開催された評議員会において、令和3年度の事業計画及び予算が承認されました。
今年度の新規事業と拡充事業を紹介します。

●推進目標１　 社協は、住民の身近な相談窓口になります
●推進目標２　 社協は、住民の支え合い活動を支援します
●推進目標３　 社協は、住民のつながりの場を支援します
●推進目標４　 社協は、住民から頼りにされる組織になります

認め合い　支え合い　安心して暮らせる　あいおい総合目標

ひきこもり支援事業
　ひきこもり状態にある子どもがいる家
族の相談会を実施します。また、当事者
が社会とのつながりや仲間づくりができ
るよう、つどい場を開設します。

見守り支援サポーター養成講座
　家事の手伝い・話し相手・買い物等の訪問を行い、住民同
士の助け合いの輪を広げる講座を開催します。受講後はサ
ポート会員として登録いただき、同時に依頼会員を募集し、依
頼会員がサポート会員に１時間当たり５００円を支払います。

ホームヘルパーふりかえり講座
　ホームヘルパー２級及び介護職員初任者研修等の修了者を
対象に、更衣介助や移乗介助などの介護技術を復習する講座
を開催します。受講後は、見守り支援サポーターのサポート
会員として登録いただき、同時に依頼会員を募集し、依頼会
員がサポート会員に１時間当たり500円を支払います。

介護職員初任者研修
　新型コロナウイルス感染症の影響によ
り離職した方や収入が減少した方を対象
に、ＮＰＯ法人等と協働し、介護職員初任
者研修を開催します。
　また、研修終了後は、市内の各福祉施
設・事業所等において勤務いただけるよ
う受講者に働きかけます。

福祉連絡会への助成
　各社協支部等において支部長・自治会
長・民生委員・福祉委員などが集まる「福
祉連絡会」に助成します。福祉連絡会で
は、社協の出前講座を行ったり、高齢者
や障害者、子どもや引きこもり、生活困窮
者等の幅広いテーマで地域の福祉課題に
ついて話し合います。

地域福祉推進計画の中間見直し
　第４次地域福祉推進計画の中間年度であることから、重点
事業を中心に進捗状況の確認及び評価を行います。

社協だより「あいおいの福祉」の発行
　地域での助け合い活動や住民にとって必要な福祉に関する
情報紙を定期的に発行し、市内全戸へ配付します。また、視覚
に障がいのある人への情報保障として点字や音声により届け
るとともに、社協ホームページから音声データの取得が可能と
なるよう検討します。

支出合計
169,833

収入合計
169,833

法人運営事業 6,770（4%）
地域福祉活動事業 10,448（6%）

ボランティア福祉
活動事業 5,172（3%）

 受託金収入
10,660（6%）

障害福祉サービス等
事業収入11,262（6%）

受取利息配当金収入
1,121（1%）

その他の収入586（1%）

　事業収入
2,659（1%）

介護保険事業収入
111,877（66%）

経常経費
補助金収入
28,633（17%）

寄附金収入 1,810（1%）

会費収入 1,225（1%）

ふれあい福祉相談所
事業 1,165（1%）
福祉サービス利用援助
事業 1,078（1%）

生活福祉資金貸付
事業 380（1%）
共同募金配分金
事業 7,926（5%）
善意銀行
運営事業
1,820（1%）

訪問介護事業
29,281（17%）

居宅介護支援事業
28,485（16%）

障害福祉サービス
事業 9,006（5%）

地域生活支援事業
2,256（1%）

生きがい交流センター
事業 10,650（6%）

貸衣裳事業 996（1%）

小規模多機能型居宅介護
事業 54,400（32%）

（単位：千円）

令和3年度予算

住みなれたところで安心して暮らし続けるお手伝い

（有）アイプラ介護支援 あい
〒678-0051 兵庫県相生市那波大浜町 7-3

TEL 0791-23-0805  FAX 0791-22-6070
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令和３年３月１日 ～ 令和３年４月30日（敬称略）

私は、今まで介護とは全く異なる仕事
をしておりましたが、義母が母親を在宅で
看取り介護をしていた際に、ほほえみのヘ
ルパーを利用している様子をみて、「寝た
きりになった方でもこんな風に自宅で過
ごせるんやなぁ。」と驚き、義母の紹介も
あって、ほほえみのホームヘルパーとして
働くことになりました。
私は、腕力には少し自信があるものの、
家事や料理などの生活援助はできるの
か、そもそも介護の仕事ができるのかと、
色々なことを思いながら介護職員初任者
研修を受けました。資格を取ってから実際
に利用者様の自宅で身体介護、生活援助
をさせて頂くようになると、想像していた
より考えることが多く大変で「利用者様に
何もできてないのではないか。」「不快に
思われていないか。」「本当にこのサービ
スで大丈夫なのか。」など、私がホームヘ
ルパーで本当に大丈夫なのだろうかと思う
こともありました。
そのような時に自分の中で決めていた
ことがあり、それは笑顔を大事にすること
です。不安なことがあっても、目の不自由
な利用者様にも笑顔で向き合う。そうする
と自然と声も明るくなっていました。

また、利用者様から、ありがとうと言葉
をかけて頂いて嬉しくなり「こんな自分
でも喜んでくださってありがとうございま
す。」「お世話させて頂いて、成長させて頂
きありがとうございます。」と思える自分
がいました。
まだまだ経験も浅く知識や技術も未熟
ですが、これからも利用者様の困りごと
や変化に気づくことができるよう、コロナ
禍で大変な世の中ですが、感染予防に努
め、利用者様の笑顔が見られるように努
めていきたいと思います。
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（単位：円）善意銀行預託
住　所 氏　名 内　容 金　額

３月
緑ヶ丘 4 丁目 濵田　郁子 2,000

旭 2 丁目 匿名 3,000

旭 2 丁目 匿名 3,000

北町第一長寿会 10,916

佐方 2 丁目 久我　幸枝 3,000 

川原町 川原　健路 香料返し 50,000

匿名 車椅子１台 物品預託

那波野 3 丁目 匿名 2,000 

若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 

双葉 3 丁目 土井　正三 100,000 

匿名 おむつ、下着 物品預託

匿名 2,000 

佐方 3 丁目 小寺　克典 3,000

栄町 第一生命保険株式会社
相生営業オフィス

生活困窮者の
ための食料一式 物品預託

４月
緑ヶ丘 4 丁目 濵田　郁子 2,000 

双葉 匿名 DVD全８巻 物品預託

佐方 2 丁目 久我　幸枝 2,000 

旭 2 丁目 匿名 3,000 

旭 2 丁目 匿名 3,000 

匿名 300,000 

匿名 10,000 

若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 

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 キラリキラリ 『ふくし』のひと『ふくし』のひと★
ホームヘルパーステーション　ほほえみ　訪問介護員　田渕 悠太さん

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

　春暖の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
　私たちの人生は一回限りです。また、ほかの誰かに代わってもらえるものでもない
のです。
　だから、いつも心に生きがいを感じながら、明るくいきいきと生きていきたいものです。
　かけがえのない自分の持ち味を活かして、社会の役に立つことができたなら、どんな
にいいでしょうか。
　長い人生、時には予期せぬ困難に直面する中、気力をなくしたり、気分が落ち込む
こともあるでしょう。
　自分一人が苦しい思いをしていると感じるとき、心が弱くなりがちです。そんな自分
の弱さと向き合う経験も、悪い事ばかりではないと思います。
　自分の弱さを自覚することは、他人に対し優しくできる事と同じような気がします。
　長所も短所も、自分を自覚した上で、次への一歩につなげていきたいですね。

　相生市社会福祉協議会は、市民の皆様から
お寄せいただいた会費を財源とし、住民の生
活・福祉課題を解決すべく、さまざまな在宅福
祉サービスや課題を抱える方への支援、地域や
学校での福祉学習など、住民相互のたすけあい
活動の貴重な財源として大いに活用させてい
ただいております。
　ぜひ、社協の運営にご理解とご協力をいた
だきますようお願い申し上げます。

法人会員（事業所・企業・団体）
　１口　３，０００円
賛助会員（個人）
　１口　１，０００円

特別会員募集

口　数 住　所 氏　名

3 古池２丁目 岡本　文博

3 那波野１丁目 匿名

2 緑ヶ丘１丁目 橋本　勇二

1 赤坂１丁目 中田　勝康

（１口：1,000円）賛助会員

〒678-0243 兵庫県赤穂市若草町142番地1 
TEL 0791-42-2661  FAX 0791-42-2660有限会社 みなと保険企画

取扱保険会社 あいおいニッセイ同和損保
東京海上日動
共栄火災海上
楽天損害保険

MetLife生命
日 本 生 命
兵庫県共済

東京海上日動あんしん生命
三井住友海上あいおい生命
西日本自動車共済

おかげさまで５周年！

ひとつ上の
質を目指して
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Information  〜伝言板〜
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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： 6月2日（水） 6月16日（水）
 7月7日（水） 7月21日（水）
 8月4日（水） 8月18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： 6月21日（月） 

このページのお問合せ・申込み ＞＞＞ 相生市社会福祉協議会　☎23-2666

気軽に立ち寄れる相談窓口として開設しています。
お電話でも受け付けています。
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： 6月14日（月）
 7月12日（月）
 8月10日（火）

ふれあい心配事相談
予約不要

ふ く し 出 前 講 座 の ご 案 内
●相生市社会福祉協議会では、地域の団体の集まりや企業に出向き、講座を

開催します。
●費用は無料です。
●日時や内容など、ご相談に応じますので、まずはお気軽にご相談ください。
　下記のようなテーマをご用意しております。

①地域福祉について
・これからの地域づくりについて　・ひきこもりや生活困窮者について
・赤い羽根共同募金と地域福祉　など
②高齢者福祉について
・介護保険制度について ・認知症について理解しよう
・今日から始める介護予防 ・高齢者の疑似体験　など
③障害者福祉について
・障害福祉サービスについて　・障害者の理解について
・手話を学ぼう　・点字を学ぼう　など
④児童福祉について
・乳幼児や児童が安心して暮らせるように　など

相生市善意のつどい
『中止』のお知らせ

　新型コロナウイルス感染症が拡大し続け、今なお深刻な状況が続いていることから、６月１２日㈯に開催を
予定しておりました「相生市善意のつどい」は、昨年度に引き続き開催を中止することといたしました。
　楽しみにされていたみなさまには、大変申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願いします。
　なお、フードドライブについては、下記の日程に変更いたします。

新型コロナウイルス感染症から「くらしを守る」相談会
　新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や失業等のため
生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている家庭を対象に、臨時の
相談会を実施します。

日　時 ： ６月２６日(土)  ９：００～１２：００
場　所 ： 相生市立総合福祉会館 ４階

主催：相生市社会福祉協議会
後援：相生市社会福祉法人連絡協議会／相生市／兵庫県社会福祉協議会
※ 企業や事業所は対象ではありません。
※ 当日の相談だけでは解決できない場合があります。
※ 403研修室（和室）では、乳幼児の一時預りを行います。
※ 必要に応じてお米などの食料をお配りします。

相 談 機 関 主 な 相 談 内 容

相生市社会福祉協議会 生活福祉資金貸付制度
ひきこもりに関すること　ほか

相生市社会福祉課
生活保護制度
住居確保給付金
就労支援に関すること　ほか

相生市社会福祉課
相生市障害者基幹相談支援センター 障がい者に関すること全般

相生市長寿福祉室
相生市地域包括支援センター

介護保険料の減免（第一号保険料）
高齢者に関すること全般

相生市子育て元気課
相生市子育て世代包括支援センター

子育て世帯生活支援特別給付金
子どもに関すること全般

相生市市民課
相生市徴収対策室

国民健康保険料の減免
後期高齢者医療保険料の減免
国民年金保険料の減免・特例申請
市税等の納付について　ほか

相生市建設管理課
西播磨水道企業団

下水道使用料の納付相談
水道料金の納付相談　ほか

相生市民生・児童委員協議会 弁護士相談に関すること
心配事相談に関すること

生活協同組合コープこうべ第７地区本部
ＮＰＯ法人フードバンクはりま 食料の配付に関すること

「もったいない」から「ありがとう」へ
ご家庭に眠っている食品をご寄付ください！

～ フードドライブにご協力ください ～
ご寄付いただきたい食品の例
○お米（白米・玄米・アルファ米）
○パスタ・そうめんなどの麺類
○缶詰・レトルト食品・インスタント食品
○のり・ふりかけ
○お茶・お菓子・粉ミルク・離乳食
○調味料（醤油・食用油・味噌など）

受け取れないもの
×賞味期限・消費期限が１ヶ月を切って
いるもの

×袋や箱が開けられたもの

  受付日時
６月１５日（火）～６月１７日（木）
９：００～１７：００

  受付場所
相生市立総合福祉会館 ３階
相生市立生きがい交流センター

●フードドライブとは
　ご家庭で余っている食品を持ち
寄り、フードバンクに寄付するチャ
リティ活動です。相生市社協では、
預かった食品を、支援を必要とする
団体や世帯に無償で届けます。
　余った食べ物を他の人に譲るこ
とにより、食品ロスを減らすことに
もつながります。

たとえば……
● 生活保護を申請したい。 ● 仕事を紹介してほしい。
● 税金を分割して納めたい。 ● 生活に必要なお金を貸してほしい。
● 家賃の支払いが難しくなっている。
● どのような支援があるのか教えてほしい。 米

お
茶

企画提案から
印刷・加工まで
何でもご相談
ください。四色印刷機 シール印刷機 オンデマンド印刷機

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

＜ 4 ＞あいおいの福祉　令和３年６月


