
あじさいの会 こすもすサロン
場 所 場 所

内 容 内 容

ふれあいいきいきサロン地域のつどい場

日 時 日 時
	 地域の方のとじこもりを一人でも減らし、孤独に
させないという目的で活動しています。
　みんなで体操をしたり、「パターゴルフ」など、様々な競技
を楽しんでい
ます。運動をし
て一汗かいた後
は、手作りのラ
ンチを食べな
がらワイワイと
雑談すること
も楽しみの一
つです。

野々公民館
第２火曜日　10：00～14：00

福井公民館

　　　　	 　設立１０周年を迎えたあじさいの会では、運動
やおしゃべりだけでなく、「干支の色紙作り」や「ひなまつ
り」などの季節の行事も行っています。
　サロン活動を
通して、参加者同
士で声を掛けあ
い、怪我や病気な
ど、何かあった時
に助けあえる仲間
作りを目指してい
ます。

第２水曜日　10：00～13：00

地
域
で
つ
な
ぐ

とんど焼きって？
　年末年始に飾っていた門松やしめ縄飾りを
持ち寄って燃やす伝統行事です。炎とともに
年神様を見送る意味があります。

　また、とんど焼きの灰を自宅の周囲
にまくと、家内安全などのご利益が
あると言われています。

〈若狭野支部〉

〈青葉台支部〉 〈南町支部〉〈池之内・汐見台支部〉

今年の干支は「卯」（うさぎ）
　卯年は、芽を出した植物が成長していき茎
や葉が大きくなる時期で、目に見えて大きく
成長する年だといわれています。
　また、うさぎは跳びはねることから、飛躍
するという象徴になります。
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★歳末たす
けあい募金はこのように役立てられています★

子どもたちにクリスマスプレゼント

　双葉小学校3年生の児童が、大根の収穫を行いました。
　児童と住民が協力し育てた大根を収穫し、児童から「私
と同じくらい大きい！」「変な形に育ってた！」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「植え
つけから、収穫まで経験してもらいました。子どもの体
験に関われて嬉しいです」と話されていました。

　第５次地域福祉推進計画の策定に向けて、福祉連絡
会を実施しています。「地域の自慢できるところ」「地域
の課題に感じること」「支部の目標を立ててみよう」を
テーマに、地元の方ならではの貴重な意見をたくさん聞
かせていただきました。今後の計画に反映し、皆さまと
一緒に地域づくりをすすめていきたいと思います。	

12月6日㈫ 社協双葉支部

Topics		〜トピックス〜

・NPO法人いぶき
・赤穂地区更生保護女性会
・相生市手をつなぐ育成会
・相生市身体障害者協会
・相生市婦人共励会

　毎年歳末たすけあい募金の配分金をいただきありがとうございます。
　新型コロナウイルスの影響で更生保護施設での夕食作りと少年刑務所矯正展バザーは中止となりましたが、
本年度も児童養護施設２ヵ所に訪問させていただきました。
　１ヵ所は短い時間でしたが、交流とお菓子の詰め合せのプレゼントをしました。もう１ヵ所は感染症予防のた
め交流はできませんでしたが、プレゼントを届けることができました。

赤穂地区更生保護女性会

将来こんな地域になってほしいな

12月23日㈮
サンタさんにプレゼント！

　連合兵庫地域協議会より、タオル１本運動で集められ
たタオル等と、相生労働者福祉協議会より、フードドラ
イブ運動で集められた食料、飲料等（186.9キロ分）を
お寄せいただきました。いただいた物品は、年末に市内
の高齢者施設や幼稚園等にお届けし、大変喜ばれまし
た。ありがとうございました。

12月9日㈮
あたたかいご寄付をありがとうございます

大きく育った大根に大興奮！！

　相生公民館で毎月開催されているふれあいいきいき
サロンで、新春カルタ大会が行われました。４人ずつが
テーブルを囲み、『あいおい	ふるさとかるた』を前に、
真剣な表情で競い合いました。読み手の蛭子民生委員
が、時折取り札の絵の解説を交えながら、みんなでふる
さと相生の歴史も学びました。

1月５日㈭
新春カルタ大会

12月2日㈮

　運転ボランティアの活動内容や、福祉車両の取扱いを
学びました。その後、有限会社R・M・C・モリ様より
「ドライブレコーダーや自動ブレーキシステムの有無で
生じる被害の違い」をテーマにご講義いただきました。
　また、２日目には相生自動車教習所で、実際に車を運
転しながら直接指導を受けました。

11月17日㈭、11月29日㈫
移送サービスボランティア入門講座

　八幡保育所で開催されたクリスマス会では、サンタク
ロースが登場すると、園児たちは大喜び。一人ひとりに素
敵なパズルをプレゼントしてもらいました。お礼に『不
思議なサンタクロース』の歌に合わせたダンスを披露
し、サンタクロースへプレゼントしました。

カレンダー配布による見守り活動
　今年度は700 部作成し、希望のあった１１の
地域で、社協支部役員や福祉委員が一人暮らし
高齢者など気になる方を見守り訪問しました。

相生市看護専門学校で食料配布

当事者団体・福祉活動団体の
年末年始行事へ

　12月22日㈭、相生労働者福祉協議会や企業な
どからいただいたお米やお菓子、地元の畑で収穫さ
れた新鮮な野菜などを看護学生に配りました。

ご協力ありがとうございました
戸 別 募 金	 ‥ 1,357,700 円
募 	 金 	 箱	 ‥‥‥ 	6,599 円
篤 	 志 	 家	 ‥‥ 	29,869 円
イベント募金	 ‥‥ 194,070 円
利 息	 ‥‥‥‥‥‥ 4円

相生市消費生活研究会（くらしの生活展）
相生ユネスコ協会（歳末福祉バザー）

イベントにおいて募金活動や売り上げの一部を募金
くださいました

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

広	

告 広告を
募集して
います

あいおいの福祉　令和５年2月 ＜	2	＞



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 11月１日 ～ 令和４ 年１２月３１日（敬称略）

（単位：円）善意銀行預託
住　所 氏　名 内　容 金　額

11 月
赤穂市 山野 250,000 
双葉 1 丁目 本門佛立宗 妙修寺 婦人会 10,000 
緑ヶ丘 4 丁目 濵田　郁子 5,000 

匿名 3,000 
匿名 3,000 

姫路市北条口 3 丁目 兵庫信用金庫本店 子ども用車椅子1台 物品預託
匿名 50,000 

若狭野町福井 匿名 野菜50㎏ 物品預託
若狭野町下土井 匿名 5,000 
若狭野町福井 相生モラロジー事務所 5,000 
青葉台 匿名 5,142 
上郡町竹万 JA兵庫西西播磨営農生活センター 農産物フェア売上金一部 7,000 
若狭野町寺田 前田　俊範 金銭預託
旭 3 丁目 匿名 3,000 

ほんまち商店街振興組合 1,900 
佐方 3 丁目 小寺　克典 3,000 
千尋町 大和　政子 10,000 

匿名 10,000 
古池本町 スポーツクラブ21双葉卓球教室 3,000 
古池本町 相生パラスポーツクラブ 1,000 

12 月
緑ヶ丘 4 丁目 濵田　郁子 5,000 

匿名 12,600 
匿名 3,000 
匿名 3,000 
匿名 50,000 
匿名 ゴム手袋100枚入2箱

殺菌・消毒綿72包2箱 物品預託
匿名 4,750 

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 
千尋町 大和　政子 10,000 

　私が保育士を目指そうと決めたのは、高
校３年生で進路を決めるときのことでした。
大学には行きたかったけれど、そこで何を学
びたいのかを考えたときに、自分の好きなこ
とや興味のあることとして思い浮かんだこと
が“小さい子が大好き”ということでした。
家族や高校の先生にも相談し、背中を押さ
れ、保育の道へ進んでみようと思いました。
　実習で設定保育をしたときに、大きな段
ボールを使って、子ども達と一緒に水族館を
作りました。子ども達が自由に段ボールに水
族館にいる生き物を好きなように描きなが
ら作り上げていくのですが、その時の担当
の先生に「子ども達がとっても伸び伸びと楽
しみながら取り組めていたよ。見ていても楽
しかったよ。」と言って下さったことがとて
も嬉しく、自信に繋がったことを今でも覚え
ています。保育士になった今でも、子ども達
が楽しみながら自分の感性を大切にし、考
えや思いを表現できるような保育を心がけ
ています。
　大学を卒業し、どんぐりの家で保育士とし
て働き始めて6年目になりました。当園の保
育理念である「子どもにとっての最大の保育
環境は保育士自身である」ということをいつ
も念頭に置いて子ども達と関わっています。

今は５歳児クラスを担当しているのですが、
子ども達の考えや発想力に驚きと感心、発
見がたくさんあり、毎日とても楽しく、子ども
達から様々なことを学びながら過ごしており
充実した日 と々なっています。
　実際の保育現場では、なかなか思うように
上手くいかないことや反省も多く、試行錯誤
の毎日です。それでも今まで頑張れているの
は、”子ども達が大好き”という気持ちに変
わりがないからだと思います。また、子ども
達からの笑顔や、保護者の方から温かい言
葉を掛けていただけること、先輩の先生方
がいつでも相談に乗ってくれたり的確なアド
バイスを下さることなど、たくさんの人に支え
られているおかげです。
　これからもたくさんの思い出を増やしてい
きながら、子
ども達と共に
成長していき
たいです。

キラリキラリ 『ふくし』のひと『ふくし』のひと★
認定こども園 どんぐりの家　保育教諭（保育士）　山下 裕里恵さん

　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。
　先日、社協主催の「災害ボランティアセンターの役割と地域の力」と題した講演会に参加
しました。
　ボランティアの役割は「生きる力を取り戻すための支援」で、ボランティアセンターの役
割は「被災者と支援するボランティアを繋げる」ことです。そして、センターの必要性を被災
者に理解してもらうためには、地域への声かけや情報発信、社協等支援団体との連携が必
須です。
　また、ボランティアセンターでは、プライバシーの保護や、トイレの数、被災者の気力の低
下など、さまざまな問題が発生します。さらに、コロナ禍では体温測定や消毒が求められ、
以前より必要なスタッフ数が増加しています。そのため、県内外問わず多くのボランティア
の協力が必要となってきています。加えて、ボランティアだけでなく被災した住民自身にも
復興に向けた活動が求められます。
　しかし、いざ被災した際、ボランティアセンターの一員として活動することは難しいと思
います。だからこそ、一度災害ボランティアの活動に参加しておくことは、自身や家族、ひい
ては地域の命を守るために必要なのではないでしょうか。
　昨今では、50年以内に、南海トラフ地震が高確率で発生すると言われています。災害は
他人事ではなく、我が事として考える必要があります。
　災害ボランティアだけに限った話ではありませんが、人のためでもあり、自分のためにも
なる。そんな素敵なボランティア活動に、みなさんも一度ふれてみてください。

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

（１口：1,000円）
口　数 住　所 氏　名

10 旭 1 丁目 相生ユネスコ協会

賛助会員

お祭りやイベントの強い味方！！

　相生市社会福祉協議会の貸出用品として使用して
いるポップコーン機を新調し
ました。
　地域や施設のお祭りやイ
ベント等でご活用ください。

※ポップコーンの材料やカップ
等は付属していませんのでご
注意ください。

※貸出しを希望される方は、申請書をご提出くださ
い。また、相生市社会福祉協議会ホームページから
申請用紙のダウンロードも可能です。

　相生の懐かしい場所と、園児たちの描いた絵が一緒
になったかるたです。

あいおい　ふるさとかるた紹
介の

貸
品用
出

（単位：円）善意銀行払出し
摘　要 金　額

ポップコーン機 83,160

〒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

広	

告
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ふれあいいきいきサロン講習会
事前に電話等でご予約をお願いします

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6時間程度
	 （週３0時間程度）
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・
	 　処遇改善一時金・ベースアップ等支援加算

賞　　与：	あり
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：	シフトによる
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

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：	2月15日（水）	 3月 1日（水）
	 3月15日（水）	 4月 5日（水）
	 4月19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

相生市内の福祉の情報をお届けする広報紙の
仕分け・発送ボランティアを募集しています。

活 動 日：３月２０日（月）
	 13：00～15：00
活動場所：相生市立総合福祉会館３階
	 ボランティアセンター
活動に興味のある方は相生市社会福祉協議会
までご連絡ください。

素敵なシニアが町を元気に！

日 時：2月11日（土）13：00～14：30
場 所：コープデイズ相生（東館1階催事場）
内 容：コープの洋服売場で私たち（相生産

業高校ティアピス）と一緒に自由に試
着しながら貴方好み
のコーディネートに
挑戦！
観覧は無料です。

問 合 せ：コープこうべ
第7地区本部

ＴＥＬ	079-292-3300

※コロナ等都合でファッション
ショーを中止する場合があります。

社協だより「あいおいの福祉」
仕分け・発送作業ボランティア募集

シニアファッションショー開催
あ・い・コ・レ 2023

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：	2月13日（月）
	 3月13日（月）
	 4月10日（月）

ふれあい心配事相談
予約不要

ひきこもりについて、地域のどこに相談したらよいか、
悩みや不安を抱えておられる方、まずは相談会に参加
してつながりをもってみませんか。
場 所：	相生市立総合福祉会館３階
対 象 者： 本人や家族、関係者など
相 談 料：	無料
相談時間：	13：30～16：00
日 程：	2月20日（月）

一緒に考えていきませんか?
ひきこもりについておはなし聞きます

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

日　程：２月3日金、4日土、6日月、7日火
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）

◆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

登録ヘルパー募集！

～		古切手集めのポイント		～
1切手の貼られている封筒ごと切る
　※ポイント：切手の周り５mmから１cmほどの余白を残して切ってください。
2消印がはっきりしている場合は、消印も残るように切る。

　相生市社会福祉協議会では、古切手の収集を行っています。皆さまから届け
ていただいた古切手は、分類、整理し、定期的に収集団体に送っています。
　古切手を収集家に買い取っていただくことで現金に換金し、障害者の理解を深
める活動や海外へ医療従事者を派遣する費用などに使われます。

古切手の収集にご協力ください

書き損じハガキを集めています
　相生ユネスコ協会では、戦争や紛争、貧困、差別などの様々な原因で学び
の場を奪われた人々のために、ハガキを募金にかえ、学びの場を広げていく
運動に参加しています。	 回収場所：相生市社会福祉協議会

世話人やサロン活動に関心のある方を対象とした講
習会を開催します。日頃の活動の情報交換をしたり、
楽しく新しいレクリエーションを学びませんか。

テ ー マ：	「サロンリーダーさんいらっしゃーい★
笑顔満開になるサロンの秘密講座」

講 師：	あそびの工房	もくもく屋
	 事務局長・コミュニケーションデザイナー
	 田川	雅規　氏
場 所：	相生市立総合福祉会館４階多目的ホール
日 　 程：	2月15日（水）
	 13：30～15：00（予定）
参 加 費：	無料
定 　 員：	60名
締め切り：	2月8日（水）

講 師：市内福祉事業所の職員
日 程： 10：00～12：00（毎回共通）

場 　 所：相生市立総合福祉会館303研修室
対 象 者：ホームヘルパー２級課程修了者・介護職

員初任者研修修了者等
参 加 費：無料
募集定員：15名　　締め切り：3月3日（金）

ホームヘルパーふりかえり講座
受講者募集中

ホームヘルパー２級及び介護職員初任者研修などの
資格をお持ちの方を対象に、介護技術や知識を深
める講座を開催します。

3月14日（火）
・車いすや杖の介助の方法を学ぼう
3月16日（木）
・認知症を理解しよう
・介護保険制度について

令和６年の「二十歳のつどい」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。

貸
衣
裳
予
約
フ
ェ
ア
開
催
！

広	

告
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

あいおいの福祉　令和５年2月 ＜	4	＞


