いつまでも住み慣れた地域で暮らしていけるように…
社会福祉協議会は、町民の皆様からの社協会費や共同募金の配分金等によ
り、ふれあいサロンの推進や様々な在宅福祉サービスを実施しています。いつま
でも住み慣れた地域で安心して暮らせるように、社協は本年度も町民の皆様の
お役に立てるような事業を展開してまいります。

今月の社協だよりは・
☆社協事業紹介・・

☆平成21年度事業計画・予算・

⑳蒜福祉協議会慧

☆社協会責のお願い・福祉施設より・−
☆福祉団体より
☆ボランティア・子育て情報 ・
☆善意墓艮行・相談事業・モニター‥

☆福祉バザー・相談窓口紹介・

ノ
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熟
〜この社協だよ。・ま共同募金の配分金によ。作成し、再生紙を使用していますロ飽

平成21年度 事業計画・予算

家に閉じこもりがちな高齢者を催
しに招待し︑交流や親睦を因ります︒

5高齢者の社会参加の促進

■9その他福祉活動攫蓮

■6ボランティア活動の推進

老人クラブ連合会・身体障害者福
祉協会・手をつなく親の会・傷痍軍人
会・婦人共励会・原爆被爆者の会・遺族
会の事務局を兼務し︑活動の支援・援
助を行います︒

12福祉団体の支援︒援助

ー︶入浴事業︑高齢者自立支援ホーム
ヘルプサービス事業︑介護予防支援事
業を受託運営します︒

介護予防事業︑︵老人福祉センタ

11受託事業の逗営

神的負担を軽減できるよう援助を行
います︒

事業の健全な経営
住民に信頼される安定したサービ
ス供給体制を作り︑利用者の社会的
孤立感の解消及び心身の機能の維持
向上並びに利用者の家族の身体的・精

坤介護保険事業︒障害福祉サ戸ヒ衰

民生委員児童委員協議会等との協
働により︑広く町民福祉の向上を図
るため相談事業や要援護者への支援
事業を行います︒

ボランティア活動の啓発に努め︑多
くの住民が関心を持ち︑活動に参加
できる機会を作ります︒また︑月一回
土曜日の午前中にセンターを開所し︑
学生等のボランティア活動への参加の
機会を広げます︒

r■福祉教育活動の推進

町内小中学校の児童生徒の福祉教
育を支援︒福祉講座を開催し福祉体
験の機会を作ります︒
■8福祉広報活動の推進

社協だより・ホームページにより
福祉の情報発信を行い︑町民やモニ
ターの意見も取り入れながら内容の
更なる充実を因ります︒
︵

二
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国においては︑認知症高齢者やひとり暮らし高齢者が急速に増加
すると共に︑本格的な人口減少社会を迎え︑労働力人口も年々減少
してきている状況の巾︑できる限り住み慣れた地域で自立した生活
を送ることができる基盤整備︑﹁明るく活力ある超高齢社会﹂の構
築が求められています︒

このような中︑太子町社会福祉協議会では︑介護保険事業︑障害
福祉サービス事業︑介護予防事業の更なる充実に努めると共に︑給
食サービス︑移送サービスや社会参加事業などの在宅福祉活動︑ホー
ムページ・杜協だよりによる情報提供活動や子育て中の親子への支援︑
更に本年度は福祉施設等への就職希望者に対する情報提供・職場説
明会を開催するなど︑広く住民の皆様に頼られ必要とされるサービ

︵

介護ヘッド︑車いすを貸し出すと共
に︑展示コーナーを設置し用具の購入
の斡旋・紹介を行います︒

■運福祉用異の貸出︑転入の相談

悩みを解消したり︑情報交換の場と
なる﹁まちの子育てひろば﹂を支援し

昔まちの子育てひろば事業の支援
子育て中の保護者と子どもが気軽
に集い︑仲間づくりを通して子育ての

ス提供に努め︑次の活動に取り組みます︒

頂．1⊥﹁

用者の増加を因ります︒

給食サービス︑移送サービス︑福祉
車輌貸出︑訪問理美容サービスなど
在宅福祉サービスの周知に努め︑利

■烹在宅福祉活動の充実

引き続き活動を支援します︒

研修会を開催し︑情報提供に努め︑

■1小地域福祉活動︵ふれあいサロン︶の充実

◆主な活動目標

事業計画l

さる3月30日、保健福祉会館で開催しました理事会、評議員会において事業計画・予算が
可決承認されました。事業計画、予算書等は社協窓口において閲覧いただけます。

「芸去雲斐芸ンクー1，深雪課票芳
1．140千円

経常経費補助金収入

寄附金収入

26，283千円（82％）

2，000千円（06％）

地域福勃「活動事業

助成金収入
1，500千円（05％）

会費収入
7，550千円（24％）

／「受託金収入
17822千円

（55％）

前年度繰越金
106，982千円
（333％）／／′′

事業収入
1．661千円

（05％）

介護保険収入
100．355千円

共同募金
配分金収入
5．446千円
（17％）

障害福祉
サーヒス事業

−

ボランティア活動推進事業
7．182千円（22％）

その他収入1，128千円（04％）

4・582千円（14％）1苦欝諾芳琴
」受託事業17，326千円（54％）

il ∴−． 、

共同募金配分金事業
6．272千円（20％）

【収入説明】

【支出説明】

会費収入

法人運営事案

理負担金

寄附金収入
助成金収入

受託金収入

一般払出金等

推進事業

事業収入

活動責

の運営委

事業

自立支援費等収入

受託事業

その他

給食事業

∫
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自立支援費等収入

3．890千円（12％）

る会費

■■ヽ

「社協会員会費」は、社協が民間としての特性を生かした『先馬区性』や『柔軟
性』のある日主事業を展開する上でとても重要な自主財源であり、地域の皆様を
「社協の構成員」とする社協にとっては『住民の福祉参加』という大切な意味を持っています。
介護保険サービスだけでは決して解消されない在宅介護の問題の解消に向け、地域の皆様の協力
と参加により共に福祉サービスやボランティア活動に取り組んでまいります。こうした観点・趣旨をご理
解いただき、平成21年度も会員の加入にご協力をよろしくお願いします。なお、会員会費や共同募金
の配分金は地域福祉活動に充当活用しており、介護保険サービスの費用には使用しておりません。

「 一次のような活動に使わせていただきます

「

地域福祉活動の推進

ボランティアの育成

広報・啓発活動推進相談事業

地域における福祉の推進や増進に
向け、助け合いの心を育てます。

各種ボランティア講座を開催し、
住民への活動参加の呼びかけや
ボランティアの養成を行います。
・ボランティアセンターの運営
・各種福祉講座の開催

社協活動のPRや福祉情報の発信、
相談所の開設、福祉体験の協力を
行います。

・ふれあいサロンの支援
・遊具の貸し出し
・紅葉の宴などの高齢者や

・心配ごと相談、障がい者相談
所の運営

・ボランティア活動支援

当事者の交流事業

このコーナーでは︑

社協の特別会員である町内の
施設などを紹介していきます︒

今回は特別養護老人ホーム﹁聖園﹂です︒

聖園は︑昭和54年12月に聖徳太子緑の地︑太子町の東端︑

城山︵梅岩城址︶の中腹に設立されました︒標高150メー
トルの風光明婿で静かな山間の地にあります︒香は鷲がさえ

皆の心に降り注ぎます︒夏には爽やかな風がそよぎ森林浴を

ずり︑創立時︑職員全員で植樹した桜に覆われ桜の見事さが

は雪が舞い四季折々の季節成心を楽しませてくれます︒

味わい︑秋は紅葉が豊かで柿や栗︑アケビが実り︑冬は︑時に

当園もお陰様で︑今年で30周年を迎えることが出来まし

た︒特別養護老人ホームには50名の方々が︑自然に抱かれ楽
しく生活されています︒こうして30周年を迎えられますのも

ひとえにこ家族︑地域の比白様︑ボランティア︑行政の比白様方の

﹁﹂尽力のお陰と感謝しております︒

古い施設ではありますが︑﹁利用者の尊厳を遵守し笑顔と

聖園より

謙虚さを持って接すると共に︑生活の質の向上を追及する﹂

特別養護老人ホーム

という理念を謳い︑ほんまもんの介護を巨指し︑職員も心と

す︒

心のふれあいを通じて利用者様に喜んで頂ける仕事を無上
の喜びとして日々研讃しております︒これからも︑地域に根
ざし︑地域と共に歩も施設として頑張って参りたいと思いま

〒671−1501太子町山田664−6TELO79（277）5000

♂

・≒亘．十〒〒■吏きき
平成21年度総会のお知らせ
受付1300〜
開会1320〜

●場所 文化会館（あすかホール）大ホール
●内容 ・永年功労者表彰
・長寿会員のお祝い 他
＊多くの方々にご参加いただき、長寿会員の皆様を
お祝いしましょうl

なお、受付開始から式典までの30分程度、平成20
年度の老人クラブ活動の映像記録を放映する予
定ですのでぜひご覧ください。

太子町で育つ降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。

☆暖かく、おだやかないい季節ですね。犬の散歩
コースに幼稚園があり、紫や黄色の帽子の小
さな子たちが元気いっぱいに園庭をかけまわ
っています。でも私の目はポッンと一人でいる
子はいないかな？と、ついさまよい動いてしまい
ます。生きづらい弱い子に、そしてその手に寄リ

そう家族にも暖かい季節であり
ますように11

☆今回は比較的入会間もない会員
さんにペンをとっていただきました。

加のもと『西播プロ、ソウ地域啓発総合福祉大会』
が盛大に開催されました。式典の中で、団体育成

私の恵子は今高校2年生。障がいをもっていま
すが、学ネ交が大好きで毎日楽しく通っています。
恵子に障がいがあるとわかってからは、泣いたり
笑ったU、無我夢中で育ててきました。悩むことも
数多くあり、そのたびにどこか相談にのってくれる
ところがあればいいのになあと思っていました。
高校から特別支援学校に通うようになり、恵子
の将来を少しずつ考えだしたとき、近所の人のす
すめもあり親の会に入会しました。月1回の定例
会で困ったことを相談したり、施設見学をしたり、
難しい制度についてわかりやすく教えて頂いたり、
有意義にすごすことができました。息子の実習先
もお母さん方の協力で見つけることができました。
感謝しています。
恵子もスポーツ大会やイベントに楽

功労者として太子町よリ2名の会員さんが表彰

しく参加］させてもらいました。これから

を受けられました。
式典の後、栗木剛氏（mottoひょうご事務局

学校を卒業し、社会に出ていくことにな
りますが、今からが長い人生です。いろ
いろな困ったことがあったときに親身になって相
談にのってもらえる親の会の皆様とのつながりを
大切にしていきたいと思っています。

お問い合わせは…
老人クラブ連合会事務局（℡276−4111）まで

与件障害岩福祉協芸
3月7日（土）、太子呵保健福祉会舘において、
近隣市町の身体障害者団体の会員80名の参

長）を講師に招き、「団体活動の活性化のため
に」と題し講演していただきました。身振り手振

りを交えて表情豊かに話され、会場は終始笑い
声に包まれていました。

☆5月12日（火）に親の会総会が開催されます。
前年度をノミ＼りかえり、これからの一年を子ども

［絹詣如牡大会

≡再

たち、会員にとって楽しく有意義なものにして
いきましょう。若葉マークの非会員の方も、こ
の機会に是非のぞいてみてくださいね。

平成21年度太子町手をつなく親の会総会

◎時三羽蔓廼℃棚咽昏㈱
講師の栗木氏。ボランティアがとなりで手話通訳。
J

ボランティアといっても、活動は様々です。高齢者の外出支援や手話など、相手とコミュニケーショ

ンをとりながら行うものもあれば、「身の回りの不用品」を集めることで社会に貢献できる活動もあ
ります。
例えば、飲み終わった後のペットボトルは資源回収されますが、ペットボトルのキャップはコ三とし
て捨てられがちです。そのキャップも、分ければ資源となります。

NPO法人エコキャップ推進協会では、集めたキャップをリサイクルメーカーに買い取っていただ
き、その収益金をワクチン寄贈団体に寄付し、発展途上国のこどものポリオワクチンを購入する代金
にあてています。ポリオワクチンは1人分20円で、ペットボトルのキャップに換算すると、800個が
必要です。（エコキャップ推進協会）
また、古切手でも社会貢献ができます。古切手を、切手の周囲1センチほどを残して切り取ります。
古切手の分類仕分けを行っているボランティアグループに寄付すると、その後、仕分けをして古切手
を必要としている団体に送られます。その団体が古切手を海外コレクターに販売し、売上金を使って
福祉の為に役立てています。

エコキャップ、古切手ともにボランティ
アセンターにお届け下さい。
できることをできる人から、やっていきま
せんかワ

斑鳩小学校では、児重会
が古切手収集活動に参加
し、毎年仕分けしてボラン
ティアセンターに寄付して

くださっています。

宇冒雪中◎♂即時守守を二田臣廊振』竃竃鮎桝
太子町社会福祉協議会に登録されている「パパママ応援団」
は、保護者が行政や社協等の勉強会に参加している問、お子さ
んを別室で預かる託児活動を行っています。
活動をしている方は、大変バラエティに富んでいます。子育
てが一段落した主婦、保育士を目指す大学生や高校生、男性も
多く登録して活動をされています。
「活動を通じて、こどもから元気を分けてもらっている」
と、活動者はおっしゃいます。

必要な資格はありません。『こどもが好き』そんな方には、ぴ
ったりなボランティア活動です。
（詳細はボランティアセンター

電話−276−6632）

（この日は幼稚園からの依頼で託児を
行いました。保護者は園行事に参加中）

ボランティアセンターでは、毎月第3土曜日に開所し、
平日には利用できない方を対象に、活動室を開放してい
ます。

喜買主謂注i9＝00〜12＝00

最近では、定年退職された方の来所が目立つように
なりました。定年後の生活の一部として、ボランティア活
動に参加してみませんか？来所をお待ちしています。

★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
∂

仲間がいると、楽しいよ

太子町ボランティアセンターに登録している「太子手

◎活動日

毎週月曜日

詰サークルぶらんこ」では、聴覚障がい者とともに活動
を行っています0

1000〜12・00

◎活動場所

手話を覚えるだけでなく、身振りや口話などでコ三ユ

太子町保健福祉会館2階

ボランティアセンター

ニケーションを図りながらのおしゃべりも楽しいですよ0 ◎連絡先太子町ボランティアセンター
「手話なんて初めてだし・・」という方も、活動を通し
電話276−6632
て私たちと一緒に学んでいきませんかつ興味を持たれ
た方は一度見学に来てください。

「移送」グループでは、車イスやストレッチャーを使用されている方が通院

する際、「垂イス・寝台対応」の車での送迎活動を続けています。

その「移送」のボランティア活動にご協力をいただける方を随時募集し
ています。

必要資格は「普通運転免許」のみです。介助をする必要もありません。
問合せは太子呵ボランティアセンターまで（電話：276−6632）

頑l巨 あなたのサロンにお伺いします ∃l匝
各自治会で開催されている「ふれあいサロン」。
お茶を飲んだり、会話に花が咲いたりと楽しい会になっていることと思います。
そんな「ふれあいサロン」に、要望があれば、ボランティアセンターに登録されたボランティアさんが
出張でお伺いいたします。
例えば、下記のような内容のボランティアグループがあなたのサロンを訪問します。
馨

芳魂蕉要肇蓋三．＿．．．・‥・・三

l．．． −ウ

芸讃．．・：1・一・・ご・ぐ・・

薫∈狂幾．＠

アロマテラピーを使った介護

60分〜90分

予防のハンドマッサージ

毀㌍軍法

絵本、紙芝居、小説等の朗読

微

30分程度

銭太鼓披露

大正琴演奏披露
し

念

1〔￣￣ン 1・ゝ

1時間程度

太子町ボランティアセンター

60分程度

30分程度

バルーンアート、健康体操を ≒交えた合唱等

◎問合せ先

200円

あればホワイトボード テープデッキ

！130分程度

マジックや皿回し等

かっぽれ踊りの披露

オイル代

30分程度

大正琴演奏披露

求診・＝痙

ハンドタオル

長机
長机

特になし

！テープデッキ 誤法撃竺」

要問合せ

電話276−6632

◎申込み等1）申込みは開催日の1ケ月前までにお願いいたします
2）日程によっては調整できない場合がありますので、こ了承ください
7

今回は、町内各所で開設されている「ひろば」をカレンダー
にして一挙公開lおでかけの参考にして下さいね。

〜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−

十∴、、●．一一∴ て ∴

まちの子告てひろほ事業
イメージ車十7ラククー

紬ぽ

【5月のひろば予定】
日曜日≡

月曜日

l l

3

火曜日

ト l

再

5

1児童館

6

柑111まちの保健室

…水曜日

7

1

8

て2 l

17

18

映画会

l

瑠3

ハートは−と

木曜日

9園庭開放

柏

児童館

2⑬

のぴすく

27

こう

28のびすく （おひさま）

（安養・二葉）

15

児童館

映画会
22

（よちよち） 】

‰⊆2禁圧讐∃26（票荒）

土曜日

2園庭開放 （安養・二葉）

（おひさま）

い臓

；金曜日

（安養・二葉）

児童館

映画会

29児童館

映画会

16園庭開放

23園庭開放

（安養・二葉）

30園庭開放 （安養・二葉）

【6月のひろば予定】
日曜日■

月曜日

、1

l

弓2

火曜日

児童館

水曜日
3

木曜日

4

5

（よちよち）

7

∃8天竺讐至

9

児童館

のびすく（おひさま）
14‡15 l

こて

ご岳

22まちの保健室

iハートは−と

ヱ壬

映画会

1∩
瑠ア

＝

12

錮

25

6

児童館
映画会

む

26

l

園庭開放

書13園庭開放
（安養・二葉）

19

20園庭開放 （二葉）

児童館

d■

土曜日

；（安養二葉）

相のぴすく （おひさま）

（よちよち）

3蛋巳児童館 （よちよち）

児童館

（よちよち）

16児童館 （よちよち） 23児童館

金曜田

映画会

巨27園庭開放
（二葉）

苦言≡手荒 l

★☆太子町では、以上のようなひろばが開設されています。吉ひろばのお問い合わせは下記まで☆★
施

児

童

設

館

名

幼児映画会

のびすく

名

称

な

ど

電話番号

！原則として10：30〜11：30 金曜日 芸裂矢岳昌10‥30〜11＝30

云

不定期

10：30〜11：30

安養保育園

書芸匙呈畠昌

二葉保育園

■冨監皇畠昌．9＝30−11＝30

保健福祉会館

9‥30〜11＝30

毒

住

277−3880

277−3733

276−3680
277−0163

まちの保健室
毎月2回 9：30〜11：30 月曜日
276−6630
社協「ハ，トは−と」 東館2F集会室
雷忘讐！10＝30〜−1＝20

所

備

考

鶴135−1

原55ト1

福地408

㊧申し込み

太田2052

㊧申し込み

276−6632

l

たいし社協だより

第129号

β

杜協心配ごと相談

2月・3月受付分
●中井一博（東南）亡父一郎供養

100，000円

●ファミリーマートFC太子東保店

心配ごと相談
〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

「一一5・6月の相談日は…一一一……一一一日−

≒ 5月 8日（金）6月12日（金）

22日（金）

26日（金）

■ヨ迎旺∃≡宰巨爛《日時》5月の相談日
●精神障がい者相談……………奇数月第3火曜日
5月19日（火）午後日時30分〜3時30分

●身体障がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
5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
5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。

☆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。

4，483円

●陰山秋子（乗出）亡陰山昇供養

30．000円

●太子町文化協会陶芸部
お茶わん展バザー売上金

15，000円

●福田繁規（糸井北）亡母まさの供義 100．000円

●匿名
5．000円
●塚本泰隆（棄本町）亡父捨雄供養100．000円
●田中美江子（出屋敷）亡夫茂男供養

50，000円

●阿曽自治会

3，000円

●ソーイングすみれ

50．000円

●小坂典由（出屋敷）亡姉妃代供養110，000円
●小坂典由（出屋敷）亡母文代供養110，000円

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金
平成21年2月

43名

43．000円

3月

46名

46．000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。

読者モニターの： 十・‥−∵黒藻．
前回のき月号についてのご意見は・・・
☆『まちの子育てひろばミニフェスティバル』子育て中の保護者、矧二お母さん
は、ともすれば孤独になったU育児の悩みを一人で抱え込んだUとなりがちで
すが、まちの子育てひろばは親にとっても子どもにとってもいい交流の場です。
子育てひろはの輪がもっと広がるといいですね。
☆『ちょボラン体験隊』は小ヰ学生が様々なボランティアを体験できる良い機会
だと思いました。「学校とは違う角度で地域や社会を見つめる」ことできっと新
しい発見があると思うし、子どもたちの成長過程でもきっと良い影響があると

切に青葉

、り

拍瀞

思います。年間を通じて計画されており、小ヰ学生が楽しめそうな内容だと
思ました。月1回土曜日で1時間半の活動も参加しやすい設定だと感じました。
☆『聴覚障害者標識』をカラーページに配置したのはとてもわかりやすく、一度
見たら頭の中に残っています。
☆『いきいき運動教室』を知ってもらうためにクエスチョン形式での説明はわかり
やすかったです。日常の運動不足を補えると思いました。健康管理もできてた
くさんの方の利用があれば良いと思います。
☆『福祉サービス』の説明に細かく写真を使用したのは効果的でした。また、た
くさんの方々の協力、ありがたいです。お弁当を楽しみされている方々の顔が
浮かびます。
※貴重なご意見ありがとうございました。

l志こ；一一

毎年多くの皆様にお越しいただいております社
協の福祉バザーですが、本年度は下記のとおり太

子町立文化会館（あすかホール）中ホールで開催
します。

本年度も町民の皆様には、物品提供のご協力の
お願いと共に、当日のご来場を心よりお待ちしてお
ります。

収益金は地域福祉事業に使わせていただきます。

なお、天候等の都合により時間等変更すること
がありますので、あらかじめご了承ください。

多くの方のご来場を心よりお待ちしておりますJJ

知ってる？このマーク

仁

甜者・障害者制帽恥で引10香
高齢者・障害者の権利擁護に関する法律相談に、複数の弁護士
と福祉専門職（社会福祉士精神保健福祉士）とがチームを組ん
で、電話やFAXでの相喜斜こ応じています。ご本人からだけでなく

ご家族からの相談についても、また相談員など生活支援や相談
業務に関わっておられる方々からの相談についても対応してい
ます。（相談は無料、通話料はかかります。）

開催日時：毎月第3火曜日13：00〜16：00
」阜旦＿LZ月」8月
●＝

＝

9月

10月

15日

20日

平成13年の改正道路交通法によ
り導入された標識です。肢体不自由
であることを理由に免許に条件を付

されている運転者は、普通自動車を
運転する場合に、その肢体不自由が
普通自動車の運転に影響を及ぼすお

それのあるときは、身体障害者標識
を表示して普通自動車を運転するよ
うに努めなければならないこととさ
れました。この場合、他の自動車の運
転者は、当該身体障害者標識を表示

（相談例）
（p虐待や権利侵害に関する相談
②親族による年金の取り込みに関する相談
（歪悪徳商法や消費者被害に関する相談
④成年後見や財産哲理に関する相談
⑤利用している福祉サービスに関する相談など

兵庫県弁護士会（高齢者層害者総合支援センター）

している普通自動車に対する幅寄せ
や割り込みが禁止されます。

ノβ

