
　４月３０日（土）相生市立生きがい交流センター利用者の発表会
が開催されました。
　約３年ぶりの発表会の開催となった当日は、フラダンス、大正
琴、新舞踊、カントリーダンス、キッズバレエandジャズダンス、弾
き語りなど、計１３グループによる発表が行われました。

　参加者は日頃の練習の成果を十分に披露し、会場は来場者から
の大きな拍手に包まれました。
　新型コロナウイルスの影響が続いていたことで、久しぶりの発表
の機会となったグループが多く、「こういう機会があって嬉しかっ
た。」「またできたらいいね。」と喜びの声で溢れていました。

    オンステージ  キッズバレエandジャズダンス クラリネットクラブ

美鈴会  傘踊り

⽮野っこひろばの紹介

　いぶき作業所の近くにあり、自然がいっぱいの場所でのびのびと過ごせるひろば
です。室内での遊びだけでなく、畑での芋ほりや、パン作り体験もできますよ。
　是非一度遊びに来てください。

⽮野交流広場
第１⽔曜⽇　10：00〜11：30
０歳〜就学前の⼦どもとその保護者
自由遊び、⽔遊び、縁⽇遊び、芋ほり、季節の⾏事など

場 所

対象者
⽇ 時

内 容

まちの子育てひろばの紹介

生きがいセミナー  大正琴

生きがい交流センター
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支出合計
161,270

収入合計
161,270

法人運営事業 6,394（4%）
地域福祉活動事業 
10,703（6%）

ボランティア福祉
活動事業 5,117（3%）

 受託金収入
11,920（7%）

障害福祉サービス等
事業収入 11,964（7%）

受取利息配当金収入
1,121（1%）

その他の収入387（1%）

　事業収入
2,703（2%）

介護保険事業収入
101,995（63%）

経常経費
補助金収入
28,775（17%）

寄附金収入 1,229（1%）

会費収入 1,176（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 1,272（1%）
生活福祉資金貸付
事業 1,008（1%）
共同募金配分金
事業 7,703（5%）
善意銀行
運営事業
1,239（1%）

訪問介護事業
24,848（15%）

居宅介護支援事業
23,151（14%）

障害福祉サービス
事業 9,603（6%）

地域生活支援事業
2,361（1%）

生きがい交流センター
事業 10,866（7%）

貸衣裳事業 931（1%）

小規模多機能型居宅介護
事業 54,909（34%）

　古池地区で平芝幼稚園の卒園生と保
護者が、待ちに待った玉ねぎの収穫を行
いました。
　昨年度、園児が小さな苗を植え付け、
その後の成育を子ども、先生、地域が一
丸となって見守ってきたものです。
　立派に育った玉ねぎを収穫して「大き
い！」「ぼくが育てたやつだよ！」など、喜
びの声があがっていました。
　ともしび会の川本さんは「こういった
行事を通して、子どもたちを地域で育て
ることが出来たら良いと思います。また、
我々も子どもたちから学ぶことがたくさ
んあります。」と話されていました。

地域で育てた野菜を収穫！！
４月２５日㈪

Topics		〜トピックス〜

桜と笑顔が満開！制服の再利用で必要な人
につなげる 4月6日㈬3月21日㈪

　「こすもすサロン」では、市立若狭野
ふれあい公園において、恒例の花見を行
いました。
　この日は天候にも恵まれ、絶好の花
見日和となりました。参加者はバレー
をしたり、パターゴルフ大会を楽しみ
ました。
　パターゴルフのコースはこの日に向
けて手作りし、参加者が一丸となって
準備を進めてきました。
　お昼ご飯はテントを出し、桜を見な
がらお弁当を味わいました。

　県立相生高等学校には、卒業生など
から不要になった制服を集めて保管し
ている「制服バンク」があります。今回
は地域で必要としている方へつなげる
ことを目的として、生活協同組合コー
プこうべ第７地区本部、相生高校ＰＴ
Ａ、相生市社協主催の「おゆずり会」を
コープデイズ相生で実施しました。
　多くの家庭にとって負担の大きい
制服代。参加者は「このような機会が
あって助かりました。」と喜ばれまし
た。

令和４年度 事業計画と予算

　私たち相生市民一人ひとりが持っている力を出し合い、いつまでも「ふくしに満ち溢れたあ
いおいのまち」であり続けたいという願いが込められています。

●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

継続事業 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法人や「ほっとかへん
ネットあいおい」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。

継続事業 まちの子育てひろば
　ボランティアの協力により、子育て中の親と子が気軽に
集い、仲間づくりを通して子育ての悩みを話し合ったり、
お互いに情報交換できる居場所とたまり場をつくります。
また、各ひろばに運営費を助成し拡充を図るとともに、ひ
ろばリーフレットを活用した地域住民へのＰＲや、ひろば
スタッフの情報共有、スキルアップのために連絡会を開催
します。

（単位：千円）

令和４年度予算

継続事業 高齢者等移送サービス
　あいおい運転ボランティアグループの
協力により、社協の福祉車両を使用し、
車いす等により既存の交通手段の利用が
困難な人の外出を支援します。

新規事業 初心者のためのスマートフォン講座
　高齢者が、学生からスマートフォンの操作方法を教わり
連絡手段を確立することで、より安心して生活できるよう、
社協支部等の協力を得ながら世代間交流を推進します。

拡充事業 課題解決に向けた
ネットワークの構築

　地域相談支援機関連絡会議等へ参画
し、住民の生活・福祉課題の把握や関係
機関・団体等との連携を図ります。また、
自立相談支援機関との個別支援会議を開
催し、生活困窮世帯の自立を支援します。

新規事業 インスタグラムの開設
　社協公式インスタグラム
を開設し、職員が交代で
相生市の地域福祉活動や
イベント等の情報を発信し
ます。

今年度の主な事業

サロン名 会　　場
ふれあいいきいきサロン相生 相生公民館
もくれん市 もくれんの家
野瀬ふれあいサロン 野瀬コミュニティー会館
ふれあいいきいきサロン鰯浜 鰯浜公民館
坪根クラブ 坪根公民館
ほんまちあさひサロン ほんまちカルチャーセンター
ふれあい・さかえサロン 陸自治会館　県民交流広場
ふれあいいきいきサロン双葉 双葉公民館
ふれあいいきいきサロン那波野 地域福祉活動センター
向陽台サロン 東部公民館
竜泉町ふれあいいきいきサロン 竜泉町自治会館
佐方ふれあいサロン 佐方福祉センター
相愛サロン 県民交流広場あおば
緑ヶ丘いきいきサロン 緑ヶ丘自治会館
あじさいの会 野々公民館
寺田ひまわり会 寺田公民館
下土井ふれあいサロン 下土井農業会館
こすもすサロン 福井公民館
若狭野サロン 若狭野公民館
生き活きサロンぬくもり 二木公民館
さくらくらぶ 小河公民館
下田にこにこ会 下田公民館

　身近な場所に地域住民が定期的に集まれる場所をつくることで、「仲間づくり」「生き
がいづくり」「地域の福祉力の向上」につながります。
　ふれあいいきいきサロンは、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が集まることで、支
え合いの輪が広まり、いきいきとした楽しい生活を送ることのできる地域づくりを目指し
ています。
　現在、新型コロナウイルス感染症の影響等で活動を休止されているサロンもあります
が、相生市内には22か所で開設されています。

◎次号の「社協だより」から、各サロンを紹介します。
◎ふれあいいきいきサロン活動に興味のある方はお気軽に社協までご連絡ください。

ふれあいいきいきサロンを始めてみませんか

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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　相生市社会福祉協議会は、市民の皆さまからお寄せ
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ひきこもりの
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円以上
賛助会員（個人）
　１口　１，０００円

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

（単位：円）

義援金

氏　名 金　額
匿名 100

氏　名 金　額
匿名 100

氏　名 金　額
匿名 100
匿名 50,000

氏　名 金　額
匿名 50,000

皆さまのあたたかい善意

ありがとうございます
令和４ 年 ３ 月１日 ～ 令和４ 年 ４月3 0 日（敬称略）

（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 5,000 
旭2丁目 深谷　正子 福祉用具 物品預託
若狭野町下土井 匿名 米30㎏ 物品預託
矢野町瓜生 福田　美智代 20,000 

匿名 3,000 
匿名 3,000 
ほんまち商店街振興組合 4,023 
匿名 5,000 
匿名 マスク 物品預託
匿名 福祉用具 物品預託

矢野町榊 榊婦人会 3,629 
若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 

匿名 10,000 
佐方3丁目 小寺　克典 3,000 

匿名 2,000 
４月

緑ヶ丘4丁目 濵田　郁子 5,000 
匿名 3,000 
匿名 3,000 
匿名 車椅子使用のお礼 3,000 
匿名 10,000 

垣内町 匿名 10,000 
双葉2丁目 勝田　寿彦 福祉用具 物品預託
那波野 語り部　阿礼 24,132 
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 

　介護に携わる仕事をするようになり約
20年が経ちます。福祉の仕事に進んだ
のは、高校生の時に母親の「介護の学校
行ってみるか？」と、実習での利用者様の
「ありがとう」の言葉でした。高校時代は
人に褒められるようなことはしておらず、
周りに迷惑をかけながら毎日遊んでばか
りいました。高校卒業後、介護の専門学校
に進学し実習に行かせていただくようにな
り、単位の取得を目指していた私ですが、
車椅子に乗っている利用者様の一言が凄
く衝撃的でした。その利用者様は、車椅子
が壁にひっかかり動けなくなっており、少
し動かしただけの自分にとっては何気ない
行動でしたが、その方にとってはとても大
変なことだったようです。利用者様から笑
顔で「ありがとう」の言葉をいただき、この
時、福祉の道に進もうと決心しました。
　専門学校卒業後の社会人１年目は、学
校とは違い介護現場での臨機応変な対応
に悩んでしまうこともありました。私として
は利用者様を見守っているつもりですが、
利用者様は私の表情を見ており、あきらめ
てしまいそうな時に「大丈夫？最近元気な
いけど…」と、とても優しく励ましの言葉
をかけていただいたのを今でも覚えてい
ます。「ありがとう」や「大丈夫？」はなに
げない言葉ですが、こんなにも励まされる
言葉であるとは思ってもいませんでした。

出勤時に「横田君、来てくれたんか。嬉し
いな。」「あんたが来てくれたら朝までゆっ
くり寝られるわ。あんたに抱えてもらった
ら痛くないんや。」などの言葉や笑顔をい
ただけると嬉しくなります。一方で、何気
ない一言で傷つけてしまうことも知り、言
葉使いには気を付けなければならないと
思います。仕事は楽しいことばかりではな
く、壁にぶつかったり辛いこともあります
が、介護現場での利用者様の何気ない言
葉は、仕事へのやりがいや笑顔を与えてく
ださいます。
　これからも仕事で大変なことや上手くい
かないこともあると思いますが、利用者様
の心の支えとなり、笑顔の絶えないケアを
心掛けながら、魅力ある専門職として働き
続けたいと思います。

キラリキラリ 『ふくし』のひと『ふくし』のひと★
特定施設入居者生活介護 サービス付き高齢者向け住宅 天馬の郷　介護員　横田 大輔さん

　平素は相生ボランティア協会へのご協力ありがとうございます。
　突然ですが、あなたもボランティア活動を始めてみませんか？ボランティアと聞いて、「難しい」と
思われるかもしれませんが、そんなことはありません。自分が「やりたい」という思いがあれば問題
ありません。やりたいことなんて思いつかないと悩むこともありません。テレビを観たり新聞を読ん
だり、街を歩いてちょっと気になることに対して「自分でできることはないかな。」と思ったら、それ
がボランティア活動の「はじめの一歩」だと思います。
　公園のごみ拾い、お隣のおばあさんの買い物の手伝い、お話し相手など、ささいなことからでも
良いと思います。自分でやると決め、日々積み重ねていくことで、少しずつ自分や世の中が変わって
いく。それがボランティア活動なのかなと思います。もちろん、無理をする必要もありません。空いて
いる時間の中で、できる範囲の活動で良いのです。そして、いつか私たちと一緒にボランティア活動を
しましょう。またお会いできる日を楽しみにしています。
　末筆になりますが、昭和57年に設立されたボランティア協会は、今年で設立４０周年を迎えるこ
とができました。　　
　ここまで活動を続けることができたのは、皆さまのご協力があったからこそです。心より感謝申し
上げます。

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

特別会員募集

令和４年３月福島県沖地震災害義援金〔中央共同募金会〕

令和４年福島県沖を震源とする地震に係る災害義援金〔宮城県共同募金会〕

令和４年３月福島県沖地震災害義援金〔福島県共同募金会〕

平成30年７月豪雨災害義援金〔中央共同募金会〕

口　数 住　所 氏　名
66 旭 1 丁目 相生市民生・児童委員協議会
10 旭 1 丁目 相生ユネスコ協会
1 千尋町 香島　英彦
1 佐方 匿名

（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

介護
タクシー

在宅生活でお困りなことはありませんか？

☎0791-24-7177 合同会社 Happiness  相生市大石町19-10西本ビル2階

介護タクシー電話番号
080-3387-8127
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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・ラーメン・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・ジュース・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
×生鮮食品・冷凍食品
×賞味期限・消費期限が１か月を切っているもの
×封を切って、袋や箱が開けられたもの

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13日（月）
	 7月11日（月）
	 8月 8日（月）

『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20日（月）	

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 1日（水）	 6月15日（水）
	 7月 6日（水）	 7月20日（水）
	 8月 3日（水）	 8月17日（水）
事前予約：☎23-2666

Information		〜伝言板〜

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

ふれあい心配事相談
予約不要

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

ふくし出前講座のご案内「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 ～

  受付日時
６月７日（火）～６月９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。

仕事内容：	高齢者や障害者宅を訪問し、食事や入浴の介助をしたり、掃除、買
い物などを行います

勤務場所：	相生市内
勤務時間：	7:00～20:00の間の1日7時間以内（週３５時間以内）
給　　与：	a	時間給1,000円～1,500円
	 ｂ	その他の手当等　交通費・資格手当・賞与・処遇改善手当
支 給 日：	月初から末日までの期間につき、翌月の１０日に支給
年　　齢：	65歳未満
休　　日：	相談に応じる
応募資格：	実務者研修・初任者研修修了者(ヘルパー1級・2級)
	 普通自動車免許	（ＡＴ限定可）
勤務形態：	高齢者や障害者宅へ直行直帰

登録ヘルパー募集！

新型コロナウイルス感染症の影響による
休業や失業で、生活にお困りの皆さまへ
　新型コロナウイルスの影響で収入に減少があった世帯に対して特例貸付を
実施しています。（無利子・保証人不要）※申請受付期間：令和４年８月末まで

生活福祉資金の特例貸付＜実施主体：兵庫県社会福祉協議会＞

貸衣裳予約フェア開催！！
日　程：8月1日（月）〜6日（土）水・木曜日休み
時　間：13時００分～１６時００分
場　所：総合福祉会館３階	貸衣裳室
※来場者に粗品進呈
※通常価格より１割引（略礼服等一部除外品有り）

令和５年の成人式の予約を受け付けます。
相生市以外の方もご利用いただけます。

◆振袖：通常３０,０００円～４８,０００円
　　　　➡２７,０００円～４３,200円
◆留袖：通常５,０００円～２５,０００円
　　　　➡４,５００円～２２，５００円
◆男紋付、小振袖、付け下げ、袴、お宮参り、
　色無地、小紋

●地域の皆さまのご要望に応じて、職員が自治会や各種団体の集まりの
場に福祉の講座を出前いたします。相生市内の団体・グループであれば
どこへでも出向きます。

●日時や内容など、ご相談に応じます。

テーマの例

①地域福祉
・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
について		など

②高齢者福祉
・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

④児童福祉
・乳幼児や児童が安心して暮らせ
るように		など

③障害者福祉
・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

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

広	

告

あいおいの福祉　令和４年６月 ＜	4	＞


