伺となく、今風はよい亨あるごとし
丸田の朗鳴れて風愛し。 糾啄木

12月15日（火）、石海幼稚園では園児の祖父母の協力により
もちつきが行われました。
晴れ渡った看空の下、園庭では子ども達がもちをつく音に合
わせて大きな声で「ぺったん、ぺったん日と、杵を振り上げるお
じいちゃん達を応援していました。つきたてほかほかのおもち
をほお張って、子ども達はおなかも心も大満足。おじいちゃん、
おばあちゃん達との楽しい時間になりました。

新風あげま 雫おめでとうございます

太子呵社会歳放協議合

成職員一同

今月の社協だよりは・・
☆石海幼稚園もちつき・…

・1

☆新年あいさつ・共同募金のお礼・2・3

竃標蒜誌福祉協議会慧

☆福祉施設モニター・紅葉の宴・4
・・5

☆福祉団体…・

☆ボランティア・子育て情報…

☆善意銀行・相談事業・

6〜8

・9

☆エコキャップ・ひろぽミニフェスティバル‥10

熟
〜この社協だよ。は共同募釜の配分金によ。作成し、再生紙を使用しています。飽

新年をおそろいでお迎えのことと心
からお喜び申しとげます︒

平素より︑社会福祉協議会に深い

ご理解と温かいご支援を賜り︑心よ
り厚くお礼申し上げます︒
平成二十二年

新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうござい
ます︒

皆様にはご家族おそろいで新春を
お迎えのこととお慶び申し上げます︒

平素は︑社会福祉協議会にご理解
と︑温かいご支援・ご協力を賜り︑
衷心より感謝し厚くお礼申し上げま

︒
す

弘
正
藤
首

イア活動に関する啓発・広報︑体験

れるものの︑長期的には少子化が進

し︑全国的な傾向から時期はやや遅

7％︑平成32年には14・3％まで低下

る見込であります︒平成27年には15・

いにも当面は子どもの人口は増加す

社会情勢の中︑本町においては︑幸

や一人暮らし高齢者が孤立しないよ

高齢者や降がい者がいきいきと充実
した暮らしができ︑高齢者のみ世帯

きがいをもって暮らせる環境を整え︑

スポーツ・文化活動の振興など︑生

会参加を促進するため︑就労支援や

また︑降がいがある人の自立と社

ど各種民間福祉団体と連携を図り︑

に向って︑ボランティアグループな

役 地域で支える福祉の和﹂ の目標

一人ひとりが主体的に福祉活動に参

みづくりを推進するとともに︑住民

ミュニティにおける﹁共助﹂

ティ維持が課題であると考えます︒

行し︑また老年人口割合においても

う︑困ったときに互いに支え合うこ

地域の福祉活動を推進して参ります

さて︑近年少子高齢化が叫ばれる

現在18・6％でありますが︑平成32年

とができる

ので︑皆様のご支援とご厚誼を賜り

事業︑講座の開催等により︑地域コ

には甲2％まで上昇し︑高齢者のみ

り﹂ による ﹁共助﹂意識の醸成を図

ますようお願い申し上げて年頭のご

加することを目指し︑﹁みんなが主

の仕組

世帯や一人暮らし高齢者の増加︑集

ることが肝要であります︒

﹁隣近所︑地域のつなが

落全体の高齢化が予想されています︒

ービスを利用しなくてもすむよう関

あいさつといたします︒

等の要援護者を見守る体制の確立︑

係機関との連携を強化し︑ボランテ

これからも力を尽くしてまいります︒

本協議会といたしましても介護サ

高齢化が進んだ集落の地域コミユニ

手を携えて助け合い見守ることの大

このような現状において︑高齢者

昨年は兵庫県西部豪雨災害が起こ

ンティアとして活動してくださる

これらの事業や福祉団体の支援等々︑
一方で現在我が国は経済的危校に

方々のご支援∵ご協力なくしては成

切さ︑人の温かさを実感いたしまし

ため各地より多くのボランティアが

直面し︑多くの人々が職を失い自立

り立ちません︒

り︑近隣の地域でも尊い人命が失わ

応接に駆けつけ︑当会からもボラン

に凶社を抱えており︑社会保障の持

本年も︑お互いに心豊かで温かい

福祉活動は多岐に渡りますが︑ボラ

ティアや職員の派遣を行いました︒

つセーフティネットの機能に対する

思いやりを持って︑明るい町づくり

たっ

また︑身近な所では町内の小学生が

ニーズが差し迫ったものとなってお

の為にご指導・ご支援を賜りますよ

れました︒被災地の復興に協力する

標的にされる事件が起こるなど︑顧

ります︒

れた地域で自分らしく生活していけ

挨拶といたします︒

うお願い申し上げまして︑新年のご

みますと何かと暗いニュースの多い

連日テレビに流れる被災地で復興の

るように︑当会ではふれあいサロン

このような中︑いつまでも住み慣

ために力を尽くす人々や︑事件発生

様々な支援︑在宅福祉サービスの提

一年でありました︒しかしながら︑

直後から率先して子ども達を見守る
地域の皆様方の姿に︑改めて地域に

供︑介護保険サービスの充実など︑
︵

を中心とする地域福祉活動の推進や
おける人と人との繋がりや︑互いに
れ

二■

たいし社協だより
第133号

安心して暮らせる
まちづくり
太子町社会福祉協議会顧問

皆様におかれましては︑輝かしい

太子呵長

『じぶんの町を良くするしくみ』をメ
インテーマに10月1田より赤い羽根共
同募金運動を実施し、自治会長、民生
委員児童委員、民生協力委員の方々に
は多大なるこ協力を、また町民をはじ

め各企業、保育園・保育所・幼稚園・
小学校・中学校・高校の皆様には温か
いこ支援こ協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
皆様からお寄せいただいた募金は一
旦兵庫県共同募金会へ納入し、翌年度
に地域福祉の向上のため県内の民間福
祉事業へ配分されます。
太子町社会福祉協議会では、給食サ
ービスや移送サービスなどの在宅福祉 ￣ヽ

事業やボランティア活動の推進など
『みんなのまち太子町』の福祉推進の
責重な財源として活用させていただき
ます。

馴 年も廉肌凸年であります蓑うに。D・

歳茄たすけあい募釜により実施しまし】
歳末たすけあい運動で寄せられました町民の皆様の募金を財源に、社会福祉協議会で
は町民の方々に温かい年末年始を迎えていただけるよう様々な事業を実施しています。

等訪諺通勤撼獲椅旧恩

二二二言上ユ」±
12月12日（土）、社協歳末映画会をあすかホー
ル大ホールで開催しました。今年は『パコと魔法の
絵本』を午前、午後の2回上映し、402名の入場者
があり大盛況でした。笑いあり、涙ありの映画で、
年末の忙しい中、親子や友だち、おじいさんやおば
あさんと一緒に楽しい時間を過ごしていただき、
心温まる映画会となりました。

釧路将器劉露扮・試33
今年度も友愛訪問の一環として、
町内の65歳以上のひとり暮らし高
齢者471名に、担当の民生委員児
童委員を通じてクリスマスプレゼ
ントとして、高齢者の方に使いや
すく配慮した大きな平成22年版カ
レンダーをお届けしました。

llIヽ
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毎年恒例の年末ふれあい弁当を今年度も
12月28日（月）に実施します。社協の給食サ
ービス利用者（町内のひとり喜らし高齢者や
虚弱高齢者世帯対象のサービス）のうち希望
される方54名に、調理ボランティア手作り
の真心こもった弁当を、町内の中学生ボラン
ティアが笑顔を添えてお届けいたします。

︑
畢
壷

支く久

これまで社協の特別会員であ
る町内の施設などをすべて紹
介してきました︒前回からは︑
そこで働く職員の方の生の芦
をお届けしています︒
今回は︑知的障害者更生施設
﹁あすかの家﹂からです︒

は何ですか︒

が印象深いです︒

いつもは元気な利用者さん
が落ち込んだり∵血さぎ込ん
だりしている時︑お母さんの顔
を見ると送端に笑顔になるこ
とがあります︒その表情を見
た時に﹁あっ︑これが親子の絆
なんだ﹂と胸を打たれたこと

トールペイントを習ってい

☆今ハマっていることや︑新し
く挑戦してみたいことは何で
す
か
︒

ます︒手先を使うことが好き

なので︑習って利用者さんと

一絹に何か作りたいと思ってい
るのですが︑まだまだです︒
☆最後に二亭お願いします︒
障がいを持つ人達を支える
立場なのに︑逆に私の方が笑
わせてもらい︑癒されています︒
これからも楽しんで仕事して
いきたいです︒

久保円さんありがとうご
ざいました︒ステキな作品

を期待してますー

卜1511太子町太田2330

☆自己紹介をお願いします︒

あすかの家の久保Bです︒
友人によく﹁どんな仕事？﹂と
聞かれて因ることがあります︒
障がいを持つ人と楽しく過ご
しているだけなのに それを
仕事と呼んでいいのかな︒毎
日楽しく仕事させてもらって
ま
す
︒
☆あすかの家ではどういうお

入所施設なので︑朝起きて

仕事をされていますか︒

ご飯を食べて作業して等︑障か

るようにサポートしています︒

いを持つ人が普通に生活でき

利用者さんの障がいを克服す

るのではなく︑受け入れてイ
キイキのびのび生活出来る

よう応援しています︒
☆これまでお仕事をしてこら
れて一番印象に残っていること

〒67

TEL079（275）2281

読者モニターの

「号よっとご意見」

む苛の曹閏嘲り
11月9日（月）文化会館中ホールにおいて、ひとり暮

前回の11月号にフいて◎ご意見は・・・

らし高齢者の招待事業「糸Ⅰ蓋の宴」を開催しました。こ

★表紙の写真（街頭募金）、中学生達ががんば

れまでで一番参加者が多く、150名の方においでいた

っているのが伝わってきて良かった。

★盲導犬や介助犬は聞いたこと、見たことが
あったけれど、聴導犬は知らなかった。
★『ちょボラン体験隊』の「プチトレーナー」体験で

人間の身勝手で動物が処分されていること
を記事で読みました。動物を飼えば最後ま
で見てあげる気持ちをと思っています。こ
れからも『ちょボラン体験隊』の活動報告
を載せてください。
★ふれあいサロン、各自治会で開催されてい
るが、具体的な活動内容が明示されると興
味もわくし、参加への意欲にもつながると
思うので良かった。（特に「苔玉」はすごく新鮮

だきました。午前の部ではボランティアグループ「カナ
リア」に童謡を歌っていただき、懐かしい歌を一緒に口

ずさみました。昼食後は、新しく創作された『太子音頭』
を太子町文化協会の民謡部「光福会」と新舞踊部
「三美会」の方々にご披露いただきました。太子喝の
田李や行事、史跡を紹介する歌に合わせて踊っていた

撃覇＿仰．

でした）

★社協の貸出用品がたくさんあり驚いた。
★まちの子育てひろば、保健福祉会能は行っ
たことはあるが、町の保健室や予防接種以
外にどんなことがあるかわからなかったの
で、ひろはの記事は興味深かった。
★ボランティア情報、自分にできるものがき
つとあると思います。初めの一歩を一緒に
活動してみませんか？
※貢重なこ意見ありがとうございました。

十一 ■
も盛大に開催するこ

とができました。拳
加者の皆さん、また
来年も紅葉の色づく
ころに元気にお会い
しましょう／

たいし社協だより

第133号

♂

「婦人共励会」は、「母と子の会、母子・寡婦の
会」とも言い、全国的な組織です。
兵庫県においても30市郡が集まって組織されて

おり、母子家庭や寡婦が安心して暮らせる福祉社会
の実現をめざし、活動しています。
太子町の母子部の活動を紹介します。

①地区活動‥・親子ボーリング大会やみかん狩り、
料理教室など
②総

会・‥講演会を行います

⑨若芽会激励‥・本会より、町内中学校卒業生（若
芽）へ卒業祝品を贈呈

11月6日（金）に太子町総合公園内の多目的
グラウンドで、太子町老人クラブ連合会と西

播磨地域の授産施設・小規模作業所利用者の
皆さんとグラウンドコルフによる交流会を行
いました。
この交流会は今年で3回目となりますが、
太子グラウンドコルフ協会の方々の親切丁寧
な指導に『ぜひ、私たちの施設に直接来てもら
えませんか』との要望もあるほど大変好評でし

た。
汗ばむほどの陽気のなかで、笑顔もいっぱ
い、楽しい時間を過ごしました。

また、龍野健康福祉事務所には母子自立支援昌・
母子相談員が常駐し、生活を含めたあらゆる相談に
応じています。
会員は同じ立場同士です。

苦労や悩みを共有し、楽しいひと時を過ごしませ
んか？
入会につきましては、太子町婦人共励会事務局
（太子町社会福祉協議会℡276−4111）までご連
結ください。
明けましておめでとうございますJ

太子町で育つ陸がいのある子どもが、
将来も希望をもってこの町で暮らしてい

けるように、私達、親の会は、いろいろな
場で活動をしています。

☆平成21年度兵庫県障害者就労支援事業の「ビルメンテナンス技術習得訓練」が開催されました。障がいのあ
る方がこれまで比較的多く就職されている業種に清掃業があり、この事業は一人でも多く障がいを持つ方が就
労できるように財団法人兵庫ビルメンテナンス協会の協力を得てピルの清掃を基礎から学ぶことができます。
会員の中の1名がこの訓練を受講され、今回その感想を書いていただきましたのでこ紹介します。
兵庫県障害者就業支援事業でビルメンテナンス技術習得訓練の募集案内があったので応募し、
選考日にお母さんと県立リハビリセンターに行くと19人いました。
筆記面接実技のテストを受けました。後日、合格の電話が有り9月17日が開講式でした。みんな
で10人合格でした。2ケ月の間、週1回専門家を講師にピル〉看掃の基礎を実技指導してもらいま
した。10月19日は、京都ビルメンテナンスフェアーに行きました。
10月27日に修了してその模様が10月29日サンテレビで放送されました。修了証を受ける私
が映っていて至喜しかったです。11月29日に尼崎のビルメンテナンスのデモンストレーションに
選ばれて実演をしてきました。緊張したけど上手くできました。

2ケ月の問、週1回3時間の訓練を受けられ、とても昌重な時間だったとのことです。
この体験が将来につながっていくことを願っています。
☆平成21年は何かと暗いニュースが多く、町内でも子どもが標的にされる悪質な事件も

続き、小学生の孫を持つ身としては決して他人事ではなく、早く子ども達が安全に学校
に登下校できるようになればいいと思います。平成22年は良い年になりますように。
☆会員の中で2名の方が成人を迎えられます。おめでとうございますI

J

「1．17ひょうどメモリアルウオーク」に

参加しませんか今
毎年1月17日は「ひようこ安全の白」です。
震災時を思い起こしながら、終点となる神戸東部新都心まで歩き、防災意識を新たにする
とともに、「117のつどい」などに参加しませんか？

当日は「人と防災未来館」が無料で入館でき、防災に関する催しなどに参加します。太
子・神戸問の移動は社協が無料ハスを用意いたします。
◎日

時

平成22年1月17日（目）800〜1600（到着予定）

◎集合場所
◎定

太子町保健福祉会館

員

◎申込先

800集合出発

20名

太子町ボランティアセンター
電話276−6632

◎持

物

◎対

象

リュック、弁当、水筒

一般（小学生は保護者同伴）

（コ￣ス説明）霊園
会館出発

神戸市立中央体育館出発（5キロコース）・・・…・・・……

800

1000

神戸東部新都心交流ひろば、見学………………交流広場出発
1200

1400

ボランティアサロンを
開催します

◎日時

睡』薫

平成22年2月16日（火）1000〜12．00

◎場所 太子町ボランティアセンター
◎参加ボランティア
移送グループ
外出国難な方を社協の車で病院まで送迎

ボランティア活動を始めてみたい

方や、ボランティアをしている人の
話を聞いてみたい人を対象に、「ボ

ハンドルグループ
毎週水曜日に給食を社協の車で配食

ランティアサロン」を開催します。

サロンでは、実際にボランティア

サルビアグループ．

活動をしている団体のリーダーや活

サルビア園（知的障害者更生施設）でのボランティア活動

動者が、みなさんの質問にお答えし
たり、活動についての不安を解消い

手話サークルぶらんこ

たします。

手話に関する活動

呑

上記以外のボランティア活動についても、こ相談ください
◎申込先 太子町ボランティアセンター 電話276−6632

この機会に是非、ボランティアセ
ンターに来所ください。

※開催日前日まで申込を受け付けます
も
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1月16日（土）9時〜12時まで
2月20日（土） お気軽にお越し下さい。
★各種ボランティアグループに関するお申込み・お問合せ☆
ボランティアセンター

℡276−6632／Eメールtaishi−Shakyo＠seagreen．ocn．ne．jp

〃−

ボランティア入門講優を儲催します！：
毎年恒例となりました、「ボランティア入門講座」を今年も開催いたします。
ボランティアとは、相手があってこそ初めて成り立つ活動です。相手とじっくり話をする機会を設け
ることにより、自分たちの活動に生かしてみませんかワ
今回は初心者からベテランまで楽しめる内容となっております。みなさん、この機会にぜひご参加

ください。
◎日

時

平成22年2月13日（土）1000〜1130

◎内 容1）当事者からの一言1「私からみた太子町、あなたから見た太子町」
竹田多香氏（牽いす生活を送る現在32歳の女性）
有方和子氏（太子町手をつなぐ親の会会長）
はっぴい・クローバーの会（発達降がい児に関する啓発情報誌を発行している団体）
2）「ボランティアの最初の一歩」

太子町社会福祉協議会ボランティアセンター職員
◎定

員

◎申込先

20名

太子町社会福祉協議会

ボランティアセンター

電話276−6632

※申込多数の場合は、先着順とさせていただきますのでご了承ください

トライやる・ウイーク生

が頑張りました

適うジライク．ヨ・一・夢イ☆−カー

矧詠読割拠感触別

平成21年11月9日（月）〜13日（金）の5日間、太子西中学校の4名の生徒が、「ボランティアコーディネ
ーター」体験の為、来館いたしました。

「ボランティアコーディネーター」とは、「ボランティアをしたい」と言う人と、「ボランティアの支援を受
けたい」という人をマッチングしたり、太子町に必要なボランティアを養成否成し、支援する人たちのこ
とです。

参加した4人の生徒たちは、ボランティアコーディネーターとして毎日の活動を「壁新問」として発行し、
ボランティアの啓発に努めました。

また、「太子町に必要なボランティアはなんだろう？」と考え、「アロマボランティア」にたどり看き、ボラン
ティアの実践の場の開拓も行いました。
参加した生徒からは、「したことのない活動がたくさんあったけれど、いろんなボランティアさんに支えら
れ自信がついた」という声や「将来の仕事に生かしたい」といった声が聞かれました。

アロマボランティアの実践

7
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第133号

〜社協も支援します目安心して子育てができる地域社会をめざして−

葛窃㊥謬

ま空軍業
イメージキャラクター

砂㊨ぽ

◎画仏寺励甜④『紗易潤色飽命も898
「たんばぽ」の

企画講座です！

体を動かして心も体も
リフレッシュ！

冬になると、外に出るの

Q：「赤ちゃんが泣いた時、すく抱くと抱き
癖が付くのでだっこしてはいけない？」

おっくう

も億劫で、体を動かす機会

も減りがち。

この問いの答えは世代によって違うのでは

そんな規子さん向けに、r体を動かして心も
体もリフレッシュりな講座を企画しました。
講師はおなじみ 正木美智子先生（ひろばア

ないでしょうかつ

祖父母世代の方から「娘・恵子夫婦と子育て
方法が違う」という相談を受けることがよくあ
ります。

ドバイザー）です！
◎日時

そこで今回、祖父母の方々を対象にした「孫

◎場所 太子町保健福祉会館2階 集会室
◎内容 「親子で挑戦！体操＆ストレッチ」

育て講座」を開催いたします。
⑳日時

平成22年2月9日（火）1000〜1100

◎場所

太子町保健福祉会館2階

◎講師
◎定員

会議室2

◎内容『イマド羊の子育て課題を知る』
・抱き癖って本当に付くのり
・病気の時にどう対応するの？
・ミルクと母乳、どう使い分けるのり

正木 美智子 氏
就学前の子どもと親

20組

◎申込期日
22年1月5日（火）から定員に

なるまで（先着順となります）
◎申込
太子町ボランティアセンター

・パパやママが囲っていることは何ワ
◎講師 兵庫県看護協会 山口
⑳対象 祖父母世代の方々
◎定員 20名

平成22年1月25日（月）1000〜1130

綾氏

電話276−6632

講師も祖父母
世代の方です

◎申込 太子町ボランティアセンター

三誓雪芳方泡，

電話276−6632

毎年恒例の『まちの子育てひろばミニフェス
ティバル』を今年も開催します。詳しくは本紙
裏面をご覧ください。ぜひこ参力0ください1

★☆太子町では、次のような所でひろばを開設しております。ぜひ、気軽にご参加ください☆★
施

児

設

童

名

館

のびすく

名

称

幼児映画会

おひさま

安養保育園

金曜日

原則として 毎週火曜日

不定期

原則として 毎週土曜日

二葉保育園

毎週土曜日

己西館1F

会議室1

まちの保健室

社協「子育てサロン」

不定期

ど

】

2／19・26

2／8・25

考

277−3733

1／9・23・30 2／6・13・20
第3木曜日

備

277−3880

1／9・26

1／14

月曜日

社協「ハートは−と」

保健福祉会館

な

276−368D

277−0163

㊥申し込み
㊧申し込み

2／115

不定期 月曜日

毎月2回

ト18

1／18

276−6632

276−6630

2／8−22 1／25

たいし社協だより
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杜協心配ごと相談

10月・11月受付分〜受讐敬鵬〜
固■調
●中井義人（東南）亡母みつゑ供養100，000円
●ファミリーマート太子東保店

14．262円

●阿曽住みよい里づくり協議会

心配ごと相談
〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

rH1・2月の相談日は…一一一一…一一一一一一日

1月 8日（金） 2月12日（金）

22日（金）

●拳心館道場（川島）
●大西義男亡母光子供養

3．000円

5▲000円
100，000円

●東芝労働組合姫路支部
（太子あすかふるさとまつりフリーマーケット売上げ）16，520円

26日（金）

堅鱒取∃王室巨麺《日時》11月の相談日
●精神降がい者相談……………奇数月第3火曜日
1月19日（火）午後1時30分〜3時30分

●身体陸がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
1月20日（水）午前9時30分〜11時30分
●知的障がい者（児）相談………奇数月第3木曜日
1月21日（木）午前9時30分〜11時30分

☆開催場所はいずれも
太子町保健福祉会館相談室2
☆秘密は守りますので、安心してご相談ください。

寧深詩韻1東経賢二yr一・【二二
●太子ライオンズクラブ DVDレコーダー1台

☆予約の必要はございませんが、先に相談者のあ
る場合にはお待ちいただくことがあります。

地域の皆様のために
善意銀行より各校区公民館並びに
覇
南総合センターに車いすを寄贈 1
身近な公民館を町民の皆様に安心してお使いい
ただく手助けになればと、このたび太子町善意銀行 琶
より牽いすを購入し、10月30日（金）、森本会長よ
り寺田教育長へ日録とともに5台の車いすを寄贈い
軒で≡至当

ありがとうございました。お寄せいただいたあたた
かいお心は、有効に活用させていただきます。

たしました。この幸い

すは、各校区の公民館

■Ⅵ■：

と南総合センターに

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金

置かれます。公民館や

南総合センターに来
られた際、車いすの必

平成21年10月
11月

千一1
35名一・ 35，000円
45名・ 45．000円

要な方はぜひお使い

●自治会ベンチ助成（山田、柳）各2台 96，600円
●貸出用介護ベッド2台・垂いす5台 495．000円

ください。

●幸いす寄贈（各地区公民館南統合センター）
計5台

105，000円

善意銀行とは
太子町社会福祉協議会では、地域の皆様の尊い善
意（金銭物品などの提供）を善意銀行にお預かりし、
地域住民の福祉のために役立てることができるよう
善意の橋渡し の活動を続けております。

夕

管はエコキャップの回収をしています！
〜世界の子ともたちのために〜
キャップからワクチンまで

飲み終わった後のペットボトルのキャップをどうしていますかつこ
のキャップを利用して世界の子どもたちにワクチンを送る活動をして

いる「NPO法人エコキャップ推進協会」という団体があります。社会
福祉協議会でもキャップを回収し、エコキャップ推進協会の活動に協
力しています。キャップ800個につき20円が寄付され、20円でポリオ

ワクチン1人分になります。本年度より回収を始め、町民の皆様のこ
協力により、現在102，400個、128人
分のワクチンを届け、CO2削減効果は
806Kg！今後も回収を続けていきます
ので、こ協力をよろしくお願いします。
胡：協からのお願い
飲料などが付着しているので家庭で軽く
いでいただければありがたいです。醤油やソ
ースのふたなど材賀がPP（ポリプロピレン）で

世界の子ともたちにワ
クチンを日本委員会で
寄付されたお金でユニ
セフを通じて支援国や
地域を指定してワクチン
を発注し、世界の子ども
たちへ 。

あれば回収の対象です。なお、キャップ
は1Kg＝400個として計算しています。

エコキャップ推進協会で
寄付されたお金を世界
の子ども達にワクチンを

届ける「NPO法人世界
の子どもにワクチンを日
本委昌会」へ寄付します。

キャップはコンクリートパ

ネルや植木鉢、チリトリな
なんとキャップ1kgを焼却すると3．15kgのC02が発生！焼却処分
せずに再資源化することでCO2発生の抑制にもつながります。

丁へ
）、

ト＿

二一

どのリサイクル製品に生ま
れ変わります。
●■■●■MMHHH…＝＝●■

二二〈√

二二

二

「書け7人と一球！TJごと人雷雲と対決だ！J
ノー

毎年恒例となりました『まちの子育てひろばミニフェスティバル』を本年度も開催します。
今回は生涯学習サポート兵庫より講師をお招きし、お父さんやおじいちゃんとたくさん遊ぶメニ
ューとなっております。たまには「お母さん」抜きでワイルドに遊んでみませんかつ『ざぶとん忍者
（講師）』が皆さんに楽しい遊びを伝授してくれますl
O日

時

平成22年1月30日（土）
1000〜1130

0場 所 太子町保健福祉会館 保健指導室
○講 師 ざぶとん忍者 よしえもん

（生涯学習サポート兵庫 嘉仁氏）
○対

象

○定

員

2歳〜就学前の子どもと

父親（祖父でも可）
20組

○持ち物 座布団（親子で1枚）、
水筒、タオル
○申込み1月5日（火）900より受付開始
※メールでの申込みはできません。1回の電話
で1組の受付のみにさせていただきます。

電話番号は…謡岩㌶冨￣≡…；…票与

ノβ

