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今月の社協だよりは…
☆竹広自治会もちつき……………‥1

☆新年あいさつ・共同募金のお礼‥2・3

☆生活福祉責金目・
☆福祉団体

⑳蒜福祉協議会慧

・・4

…………………………・5

☆ボランティア・子育て情報‥・・6〜8

☆善意銀行・各種相談日・モニター ＝9

☆福祉バザーお礼・紅葉の宴・‥10

熟
〜この社協だよ。は共同雛の配分金によ。作成し＼再生紙を使用しています0飽

︷

響き合う素鳴らしい一風でありますように⁝︒

新しい鼻も︑子ともたちや地域の皆さんの笑い声か

用意されており、おなかもいっぱいになった子どもたちが次々に挑戦していました。大人から子どもま
で笑顔や笑い声の絶えない和やかな時間が過ぎ、この日のお天気のように心まで温かくなる交流行事
となりました。

二

屠ス争−ト

12月5日（日）、竹広自治会で世代間交流のもちつきが行われ、公民館から「ぺったん、ぺったん日と
餅をつく吉が響いていました。ぽかぽか陽気で気持ちの良い青空の下、湯気の上がるつきたての餅を
みんなでいただきました。また、ゲームコーナーではクラウンドコルフや輪投げ、ピーンボーリングが

なられましたこと︑お慶び申し上げま
︒
す

平素より︑社会福祉協議会には深い
ご理解と温かいご支援を賜り︑心より

新年のごあいさつ

新年明けましておめでとうございま

之
正
本
森

平成二十三年

︒
す

皆様には︑ご家族お揃いで新春をお
迎えのこととお喜び申し上げます︒

昨年は︑百歳以上の方の行方不明事
件や︑老々介護の末の殺人事件など高
年でありました︒

齢化社会の裏面を垣間見た思いのする

弘
正
藤
首

今年は︑太子町がスタートして六十

厚くお礼申し上げます︒

年という節目の年となりますので︑こ
の記念すべき年を町民の皆様とともに

お祝いしたいと考えております︒
さて︑近年少子高齢化が叫ばれてい
る情勢の中︑日本の高齢化率は超高齢
社会といわれる二一パーセントを超え︑
二二・七パーセントに逢しており︑二〇
五五年には四〇・五パーセントに達する

あると考えます︒

幸い本町の高齢化率は兵庫県内でも
低い数値であり︑若いまちではありま
すが︑個人の価値判断の多様化や生活
様式の変化に伴い︑地域社会における
福祉力の低下が予想されます︒そのよ
うな状況下で︑町民の皆様が︑安心し
て暮らせるまちづくりのために︑﹁み

推進が必要不可欠となります︒その中
でも地域づくりについては︑子どもか
ら高齢者まで住民の皆様が︑地域福祉

の課題を自分自身の問題としてとらえ︑

積極的に参加し︑解決に向けて取り組
むことが必要です︒﹁元気﹂と﹁誇り﹂
があふれるまち︑住民同士が﹁和﹂の
精神でつながり︑安心して暮らせるま

ち︑そして皆様の笑顔が咲き誇るまち︑

地域で支える福祉の和﹂

んなが主役

ボランティアの方々のご支援をいただ

﹁和のまち太子﹂を実現させるため︑
地域福祉の担い手である町民の皆様や
て︑いつまでも健やかに生きがいをも
って暮らしていただけるよう︑今まで

きながら︑町民一人ひとりが主役とな

という社会福祉協議会の目標に向かっ

以上に関係機関との連携・協働を進め

と推計されています︒このような中で

昨年は︑百歳を超える長寿高齢者の所
在が確認できないという﹁所在不明高

る︑活気あるまちづくりに邁進して参

よりまして︑顔の見える安否確認が実

会・ボランティアの皆さんのご協力に

ス事業など︑民生委員児童委員・自治

動︵ふれあいサロン︶事業や給食サービ

の高齢者を対象とした︑小地域福祉活

本町におきましては︑ひとり暮らし

者の社会的孤立﹄という重要な課題が

端をいく長寿国︑日本における

が送れるよう電動ベッド・車いすなど

できる限り元気でいきいきとした生活

軽減又は悪化の防止を行うことにより︑

要介護状態であっても︑介護の状態の

な状態にならないようにするとともに︑

防・向上を図り︑高齢者が介護の必要

骨折の防止や︑運動器の機能低下の予

た﹁第五次太子町総合計画﹂ の着実な

後十年間のまちづくりの方向性を定め

豊かな地域社会を構築するため様々な

を充実して参ります︒

の拠点として﹁まちの子育てひろば﹂

供しっつ︑親の交流のきっかけづくり

め︑子どもの﹁遊び・学び﹂ の場を提

ら生じる幼児虐待などを未然に防ぐた

たらす︑親の子育て不安やストレスか

りますので︑皆様のご指導と一層のご
理解︑ご協力をお願いいたしまして︑
年頭のご挨拶といたします︒

そのためには︑昨年スタートした今

ることが必要であると考えます︒

現できているものと感謝いたしており

福祉用具の貸し出しサービス︑また︑

事業を展開いたしますので本協議会の

の間題の背景には世界の高齢化の最先

齢者﹂が大きな問題となりました︒こ

ます︒

一般の交通機関を利用して移動するこ

事業にご理解を頂きますと共に︑本年

冨岡齢

しかしながら︑高齢化の進展は︑介

しやボランティアグループの協力によ

とが困難な方を対象に移送車輌の貸出

を持って︑明るい町づくり﹂の実現に

地域での支え合いや助け合いによる

認知症高齢者など地域全体で見守って

護の必要な高齢者や一人暮らし高齢者︑

も﹁お互いに心豊かで温かい思いやり

る移送サービスなど継続的・効果的な

過轡

上げまして︑新年のご挨拶といたしま

す︒

向ってご支援のほど宜しくお願い申し

行く必要のある高齢者がさらに増える

一方︑高齢者福祉だけでなく︑子育

サービスを推進して参ります︒
能を低下させないような予防を中心と

て応援につきましても︑核家族化の進

ことが考えられます︒高齢者の身体機
した﹁いきいき教室﹂の実施により運動

行や地域における連帯感の希薄化がも

．
升

器の機能が低下している高齢者の転倒
︵
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たいし社協だより

﹁和のまち太子﹂の

実現に向けて
太子呵社会福祉協議会顧問

皆様におかれましては︑輝かしい平
成二十三年の新春を健やかにお迎えに

太子町長
太子呵社会福祉協議会
会長

『じぶんの町を良くするしくみ』をメイ
ンテーマに10月1日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、

保育所（園卜幼稚園・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＿【の福祉推進の賀

重な財源として活用させて
いただきます。

臨薩臓馳畜
社協議末映画会

年末ふれ高い舞当を配点

12月11日（士）、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『ウルルの森の物語』
を午前、午後の2回上映し、520名の入場者があり大盛況
でした。北海道の大自然が織り成す美しい映像の中で、動
物とのふれあいを描いた感動の映画に涙くむ方もいらっ
しゃいました。年末の忙しい中、家族やお友だちと一緒に
過ごす心温まる映画会となりました。

クリスマスプレせコト事業4
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491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、高齢者の方々に
使いやすく配慮したデザインの平成23年
版カレンタ】をお届けしました。

J
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は烹聖発禁だ悪霊等衰賀

毎年恒例の年末ふれあい弁当を今年
度も12月28日（火）に実施します。社協
の給食サービス利用者（町内のひとり暮
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79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。

￣ヽ

兵庫県社会福祉協議会が行っている『生活福祉資金』貸付制度の中に、学費の捻出が因難な低所得世帯の
方に対し、高等学校や大学等への入学に必要な重用、また在学中に必要な経費を貸し付け、その就学や将来の
就労を支援する教育支援資金（『就学支度要』と『教育支援費』）制度があります。

就学支度黄

教育支援費

高等学校や大学等への入学にあたり、学校
高等学校や大学等の在学中に、学校に納付する授業
に納付する入学金等の重用や、入学に際し必
料等の要用や、在学中に必ず必要となる教科書代や通
ず必要となる制服代等の費用
学定期代等にかかる費用が貸付対象となります。
が貸付対象となります。
㊥貸付限度額 高等学校
月額35，000円以内
㊥貸付限度額

◎貸付期間
㊥償還期間

50万円以内

高等専門学校

在学期間中
20年以内

短期大学

月額60，000円以内

月額60，000円以内

大学

月額65，000円以内

◎貸付期間 在学期間中
㊥償還期間

20年以内

ただし、就学支度費、教育支援費と合わせた貸付総額に対し、毎月の返済額を基準とした
償還期問の調整を行う場合があります。
ll

すべてに当てはまる世帯です）
8貸付の対象となる世帯（次の3つの用件
①兵庫県内に居住中で、同一地域に6ケ月以上居住して
いる世帯

②低所得世帯（世帯の収入が市区町民税非課税程度、
または生活保護基準の1．8倍程度の所得の世帯）
③世帯内の児童の高等学校や大学等への進学・在学に
あたり、その学費の捻出のため他からの融資を受け
ることが困難、または融資を受けても進学・在学が困

ます。
④連帯借受人は、借入申込者の親権者で、借入申込者
が属する世帯の生計中心者である者となります。た
だし、この用件に合致する連帯借受人が立てられな
い場合は、これに準じる用件を備えた者を連帯借受

B連帯保証人．貸付利率．据置期間

高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校

①原則として1名の連帯保証人が必要です。連帯保証
人は、借受人と別世帯で、原則兵庫県に居住する65
歳未満の方です。
②貸付利率は無利子です。
③据置期間は、貸付終了後6ケ月以内です。

（高等課程、専門課程）
※すべて通信制、定時制を含みます。

田地の就学支援制度との関連

−18貸付対象となる学校

B借受人と連帯借受人
①貸付を受ける借受人（借入申込者）は進学・在学する
児童本人となります。
②借入申込者は次の用件に該当する者となります。
・現在中学生、高校生、高等専門学校生等である者、
またはその卒業後2年以内の者
・高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学

①教育支援資金の利用にあたっては、日本学生支援機
構、国民生活金融機関、母子寡婦福祉資金など他の
融資・給付制度の利用が優先となります。
②他制度が利用できる状況であるにも
かかわらず、これらの制度を利用せ
ずに本資金を利用することはできま
せん。

校及びその他の各種学校（通信制、定時制を含
む）に在学中の者
③借入申込者とともに、連帯借受人が必ず必要となり
の資金の詳細や他の貸付資金については太子町社会福祉協議会（℡276−4111）へお問い合わせください。
…本制度の貸付の交付を受ける前に支払った経責は貸付の対象となりません。

…申請から貸付の可否決定まで1ケ月程度かかりますのでご注意ください。
ノ

明けましておめでとうございますJ
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。

☆明けましておめでとうご乱います0昨年はどんな一年でしたか？息子（知的障がい、26才）は、10年
ぶりに家族で温泉旅行に行き、親の会のバス旅行にも参加、古楽療法もわがままを言いながら楽しん
で（冬休みも／）少しずつ「外へ」出かけることができました0入所生活への復帰計画も、しんぼう強く
見守り、具体的な目標を提示して支えてくださる支援員さんたちのおかげで、遅々とですが進行中で
す0ただ、恵子が施設にいる時間が増えた分、母親の私は時間を持て余し、慣れなくて予定を入れす
ぎたり、体調を崩したりで息子以上に「手のかかる人」になって大反省0我が家にとって、いろんな面
でまわりの人たちに感謝lの一年だったように思います0今年もいっぱいいいことがありますように。
でも、何だかんだ言っても、息子に呼びかけても「なあに、かあさん」と二ンマリふり向いてくれたら、
もうそれだけでOK／これが、とてもシンプルだけど真実の初春の思いです。

☆2月10日（木）に赤穂精華園の赤穂駅就労継続支援B型事業所プチファームと有年就労継続支援B型
事業所・ケアホームの見学に行きます0実際にラスク作りや豆腐作りの作業や利用者さんの様子を見
せていただき、職員の方よりお話を伺い運営状況等について勉強させていただきます。どこの施設も
個人ではなかなか見学・勉強させていただきにくいです0雛）会の所属するメリットだと思います。

まだうちの子は小さいから・と思っていてもすくに学校を卒業する年齢が近づき、卒業後の行き先
について心配される方が多いです0将来因らないためにも少しずつ早めに、一緒に勉強しませんかつ
入会は随時受付しています。お問合せは事務局まで。

太子町手をつなく親の会会長有方和子事務局‥太子町社会福祉協議会（℡276−4111）

「かたらいJ第23号発行

老人クラブ連合会
文集「かたらい」の第23号を発行しました。本年度は
48名もの会員の方が体験談や俳句、短歌などを寄稿し
てくださいました。社協窓口、図書館でも閲覧できます
ので、ぜひ一度ご覧ください。

畷琴㌢

読者モニターの

「ちょっとご恵良」
前屈釧臓等邑一芸等齢マ⑬諾、意見は◆0・
☆共同募金活臥たくさんの方が募金されていて、そしてどの方も笑顔。
そういうふれあいもいいなと思いました。
☆福祉体験をする子どもたちの真剣な顔つきが良いですね。点字ブロック
など今まで疑問に思っていたものも、 なぜあるのかみんなに伝えて大切さを広めてくれるでしょう。
私の子どもも学校で体験し、点字、手話、軋1すの大変さやその人にとってはすこく意味のあるもの
だと、私にも外で見たときに教えてくれました。

☆ときめきスクール福祉体験、「車いす日アイマスク体験」は実際にやってみると難しいと思います。障
がいのある人を見れば自分に何ができるのか考えます0小さなことをやってみたいと思います。
☆子育てひろばの ちょっと早いクリスマス′′ 、グループに入っていなくても加わることのできるイへン
トはなかなかないのでとても目を引きましたDただ平日なので、保育園に入っているわが家は参加で
きない 残念0もっともっと参加自由なイへントをしてください。
☆手をつなく儀の会、苗楽療法の良さがわかる記事だったと思います0また、この記事を読んで興味を
持たれた方や、以前から知ってはいたが受けたことがない方が参加しやすい形で古楽療法を開催され
るのは素晴らしいことだと思いました。
☆ボランティアクループ「たけのこ」（特別支援学級での児童の見守り活動）のひょうこ県民ボランタリー
活動賞受賞おめでとうございます0本当のやさしさがなければできないことだと思います。長年の努
力の結果のごほうびです0これからも子どもたちのため見守ってあげてはしいです。

買重なご意見ありがとうございました。
こて

毎年1月17日は「ひようこ安全の日」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、防災意識を新たにして
みませんかつ

当日は「人と防災未来館」が無料入館となり、防災に関する催しなどに参加できます。
⑳日

時

◎集合場所
◎定

員

平成23年1月17日（月）8

00〜16−00（到着予定）

太子町保健福祉会館
20名（先着順）

800集合出発

◎申込受付

1月5日（水）900〜

◎申込先
◎参加費

ボランティアセンター

℡276−6632

無料

◎持

物

リュック、弁当、水筒

◎対

象

一般

（ヲニラ禦）画
神戸市立中央体育館出発（5キロコース）…………・・………
1000

交流ひろば出発く……‥神戸東部新都心交流ひろば見学＋
1400

1200（各自昼食）

lほたるqb会Iqbも藁会に

参加しません取で
J

太子町ボランティア連結協議会が、石海地区の80歳以上
の高齢者を対象に呼びかけを行い「地域ふれあい福祉交流
会」を11月30日（火）に開催しました。
午前中は講師に小西達也氏をお迎えし、フォークソングや
ハリアフリーについてのお話を聞き、昼食後はボランティア
によるマジックやどじょうすくいを楽しみました。
参加者からは、「楽しかった。」、「近所のボランティアさん
を紹介され、心強い。」と言った声が聞かれました。

−ノ、一′、一′1J′ノ

ほたるの会では、「とじこもりがちな方」や
「心に悩みや病気を抱えている方」を対象に、

毎月1回テーマを決めてお茶会を開催してい
ます。ほたるの会のお茶会に参加したい方は、
お気軽に太子町社会福祉協議会ボランティア
センター（℡276−6632）までお問い合わせく

ださい。
◎開催日時

毎月第1木曜日
1330〜1430

◎開催場所
−

■

一

一

ヽ

太子町保健福祉会館2階

◎参加対象

ボランティアセンタ【
とじこもりがちな方、心に悩み

◎内

小物作り、季節遊び等

・

や病気を抱えている方

★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

容

「

℡276−6632／メールアドレスtaishi−Shakyo＠seagreen．ocn．ne．jp
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」踊鰻奄「ボランティア講演会」のお知らせ
競適離

太子町内でボランティアを行うのではなく、他市町でボランティアをしている方が

妻姦羞凄 若憲実霊芝霊長警諾芸。愛される町を作るため。、ボランティアとして何が
できるのか、考えていきませんかつ
◎日

時

⑳場

所

◎内

2階

会議室2

容（仮題）「地域づくり 人づくり ボランティアづくり」

◎講
◎定

平成23年2月18日（金）1000〜1130

太子町保健福祉会館

師
員

NPO法人生涯学習サポート兵庫

理事長山崎主音治氏

50名（先着順）

◎申込受付1月5日（水）900〜

⑳申込先

＼−A

①ボランティアセンター登録ボランティア→各グループリーダーまで
（計「般→ボランティアセンター

℡276−6632

NPO法人生涯学習サポート兵庫

理事長山崎清治氏

ト芋イ竹魯ウイ一別帥
粥害ヨ夢才房∋雷撃ポ誇！雪！
壱愕嬰JJ

11月のちょボラン体験隊は、「町内クリーン作

戦」と題して、町内の清掃活動を行いました。
町内の道路でいつも一人でごみ拾いをされてい
るボランティアの井口淳さんと一緒に、道路わさの
ごみを拾い始めた「ちょボラン体験隊」ですが、1時
間でごみ袋（中サイズ）6袋分ものごみを回収しまし
た。子どもたちからは、

「ゴミだらけの町は恥ずかしい」
「タバコは、大人しか唄わないよね。
大人がゴミを捨てているの？」
といった声が聞かれました。
大人のマナーが問われています。

7

平成22年11月8日（月）より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、来館しました。
電話の応対や来客者へのお茶出し、ボランティ
アの調整等を行い、ボランティアコーディネーター
として「ボランティア講座」を企画しました。
この経験を将来の仕事に生かし、福祉の担い手
として活躍されることを願っています。また、協力
頂いたボランティアの皆様、ありがとうございまし
た。

ず㌻

〜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」

葛笥㊥冨配砂昼ぽ

ま塁事業
イメージキャラクター

社協職員のクリスマスはいかがでしたか？ 1・2月の「ぽぼたん」の予定を紹介

・・・映画鑑賞会

笥玩閤∵

◎時間1030〜1120

◎場所太子町保健福祉会館
集会室

内容については、当日までのお楽しみ♪
30分程度のものを予定しています。
※室内では飲食禁止です。

‥・親子で楽しむ

謁閤∵

リスマス」を開催しました。
当日は親子で130人もの参カロがあり、「ぽぼたん」始ま
って以来最多の参加でした。サンタクロースと一緒に歌を

◎時間1030〜1120

定
員10組（事前申し込みが必要ですIl）
申込受付 2月1日じ相900〜定員になるまで
申込先 ボランティアセンター℡276−6632
の電話番号で受け付けます。1回の
電話で1組のみ受け付けます。

歌ったり、トラちゃんと遊んだり。途中、「サンタの国から
来たはばタン」も一緒に参加し、会場は笑顔であふれまし
た。社協では、地域の児童福祉にも力を入れています。
地域で楽しく、安心して子育てができるよう、地域のボラ
ンティアと一緒に頑張っていきます。

場
所 太子町保健福祉会館
参加費 一人100円
持
物 三角布、エプロン

あなたの声を
聞かせて下さい

まちの子育てひろば
「ぽぼたん」では、広く

チョコ作り

臨‥

参加者の感想を求めて
います。
1月24日田）のひろばにて、アンケートを配布します。

持物

■■、 ひろばに参加した感想や、疑問、希望をお聞きしたいの

栄養指導室

親子で楽しむ
紙芝居
◎時間10￣30〜1120。弓

特になし

場所 太子町保健福祉会館
集会室

で、是非こ協力をお願いします。

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

児

設

童

のびすく

名

館

】

名

原則として

称

金曜日

ど

2／18・25

原則として 毎週火曜日 うノ18㌧さ5 2／8・15・22

おひさま

不定期

1／13㈹・24（弓） 2／3㈹・2用）

安養保育園

原則として 毎週土曜日

二葉保育園

∃2〜3歳児親子（園庭開放） l

保健福祉会館

な

」まちの保健室

東館2F

集会室

1／8・15・22 2／5・12・19

毎週土曜日 第3木曜日

毎月2回 月曜日

不定期 月曜日
不定期 月曜日

1／17 2／7・21

1／24 2／14・21

備

考

277−3880

277−3733
276−3680

㊧申し込み

277−0163

㊥申し込み

276−6630

276−6632

お休み
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芦曇仁㌧﹄Ⅶ

杜協心配ごと相談

心配ごと相談
〈日時〉毎月第24金曜日

午後1時30分〜4時

「一一1・2月の相談日は−……＝…一一一一一

1月14日（金）

2月25日（金）

28日（金）

■滋野∃≡至闇《日時》1月の相談日
●心のケア相談…………………奇数月第3火曜日

1月18日（火）午後1時30分〜3時30分
●身体障がい者（児）相談………奇数月第3水曜日
1月19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20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。

ひとり■Tl唱人てい‡廿人が？

≪ひょうごつ子悩み相談センター≫
フリーダイヤル0120−783−111
【毎日900〜2100（12／28〜1／3は休み）】

いじめ、不登校、友人関係や進路などで悩んでいる児
童生徒や保護者の相談を受付
≪姫路ことも家庭センター≫
電場番号079−297−1261

【土・日・祝日を除く900〜1700】

18歳未満の子どもに関して、専門的な知識や技術を
必要とするさまざまな問題についての相談を受付
※時間外の緊急性の高い児童虐待等に関する通告や

相談は「児童虐待防止24時馳ヒライン（079−2
94−9119年卑猥体）」へ
10番）≫

電話番号078−732−7700
【毎日900〜21−00】

家庭、生活などに関する悩み相談を受付
≪障害者ほっとライン≫

フリーダイヤル01201）ト7830

電話番号078−230−8545

【土・自・祝日を除く1000〜1700】

【第3日曜日と年末年始を除く900〜16▼30】

高齢者やその家族が抱えるあらゆる問題の相談を受付

障がいのある方の様々な相談を受付

β
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11月14日（日）、太子町保健福祉会館において恒例の福祉
バザーを開催しました。肌寒さを感じる曇り空でしたが、開場
前より多くの人の列ができ大盛況でした。
本年度バザー品を提供いただき収集から搬入までこ協力い
ただきました太田校区・龍田校区の自治会の皆様、多種多様な

品物の仕分け・値付け・販売にこ尽力をいただいたボランティ
アの方々、当日購入いただいた皆様に心よりお礼申し上げま
す。多くの方々のご協力により、無事バザーを終えることがで
きました。収益金は、地域福祉事業に使わせていだきます。
こ協力ありがとうございました。

芝草蕃
一年ぶりですJ

お元気でしたかつ
11月8日（月）、あすかホール中ホールにおいてひとり暮らし高齢

者の集い「紅葉の宴」を開催しました。本年度は過去最高となる
167名の参加者があり、盛大な催しとなりました。今年度はトライやる
ウイークの巾学生も運営に協力し、参加者の皆さんも生徒たちに気
さくに声をかけてくだきり、良い交流の機会となりました。
′l二前の部では、ボランティアグループ「どんぐり劇場」に人形劇を
上演していただきました。巧みに操られる人形たちの動きに引き込ま

れるように、皆さん真剣な表情で見入っていました。また、昼食後は
ボランティアグループ「石海はがらか隊」による安来節やドンパン節、
皿回しの披露などがあり、笑い声の絶えないにぎやかで和やかな
宴となりました。ご参加いただいた皆さん、来年また元気にお会いし

こ付記射り乱馳

匠；コ和ツプ
11月26日、太田小学校の児童た
ちが集めてくれた20袋ものエコキ
ャップを先生方が届けてくださいま
した。たった1個のキャップでも、捨
てずに集めることで助かる命があり

ます。社協ではこれか
らもエコキャップの収

集活動を続けていき
ます。こ協力よろしく
お願いします。

ましょう／

平成22年10月15日現在
回収実績

472，000個

届けたワクチンは
590人分

CO2削減効果は
3，717kg
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