豆鉦丑山翫」コ云メインヲコマ

10月1日より全国一斉に展開されている赤い羽根共同募金運動の一環として、10月14日と16日にマックスノロ」ユ

イオンタウン太子店・太子両店の店頭をお借りし、太子西・東中の生徒、先生並びに共同募金委員会の委員が合同で
街頭募金のお願いをしました。
街頭募金は、住民の皆様一人ひとりに地域の福祉に関心を持っていただく機会の一つであり、生徒さんにとっては
「ボランティア活動の推進」、「地域との連携」など福祉教育の上でも意義のある活動です。元気の良い中学生の声に、
たくさんの方が足を止め募金してくださいました。ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

今月の社協だよりは…
☆赤い羽根共同募金・…

・1

☆障害者週間・ほじょ犬・…

‥・2

☆サロン・貸出用品

・・3

⑳芸蒜誌福祉協議会㌘

☆福祉施設・福祉団体…・一・ ・4一一5
☆ボランティア・子育て情報

‥

6〜8

☆善意銀行・相談事業・モニター・…9
☆歳末映画会・介護の日

・

‥10

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

個感知摘録櫛弛

89迫

琶守

障害者基本法においては、基本理念として、全ての陣がいある方に対し「個人の尊厳が重んぜられ、その尊
厳にふさわしい生活を保障される権利を有する」こと、「社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あら
ゆる分野の活動に参加する機会が与えられる」ことを宣言するとともに、「何人も、降がい者に対して、障害を理
由として差別すること、そのほかの権利利益を侵害する行為をしてはならない」ことを明らかにしています。
「障害者週間」は平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の問に広く降がい者の福祉についての
関心と理解を深めるとともに、降がい者が社会、経済、文化その他のあらゆる分野の活動に積極的に参加する
意欲を高めることを目的として、毎年12月3日から12月9日（従来の「障害者の日」）までの1週間と設定され、法律
に基づくものとなりました。

声＼

馳◎皿④園触感甜陳腐④曾

肢体不自由者の日常生活動作のサポ

聴覚障がい者に音を聞き分けて教え、
看源へ誘導します。

落とした物を拾って渡す、手の届かな
い物を持ってくる、ドアの開閉、冷蔵
庫や引き出しの開閉、スイッチの動作
などのほか、歩行介助、起立や移乗の

玄関のチャイム吉・ファックス受診菖・
キッチンタイマー・赤ちゃんの泣き声・
車のクラクションや自転車のヘル・非
常ヘルなどを教えてくれます。また、
「聴導犬」の表示をつけていることで、

ートをしてくれます。

補助を行います。外から見てわかる
ように「介助犬」と書いた表示をつけ
ています。

「身体障害者補助犬法」が改正されました
平成19年12月に「身体障害者補助犬法」が一部改正されま
した。主な改正点は次の2点です。

①相談窓口の設置
補助犬使用者や受け入れる側の施設などからのトラブルに
対応する相談窓口が各都道府県、政令都市、中核市に設置され
ました。
≪相談窓口≫兵庫県健康福祉部障害福祉局障害者支援課
電話：078−362−3237
FAX：078−363−9095

②民間企業での受け入れ義務化
一定規模以上の民間企業では、勤務している身体陸がい者

の補助犬使用の受け入れが義務化されました。

周囲の人が聴覚障がい者であること
に気がつくという効果もあります。

ほじょ犬は
ペットではありません
ほじょ犬はペットではありません。体の

不自由な人の体の一部です。「身体障
害者補助犬法」に基づいて認定された
犬で、特別な訓練を受けています。きち
んとしつけられているので、社会のマ

ナーも守れるし、お手入れも行き届い
ていて衛生的です。だから、公共施設や
交通機関をはじめ、飲食店やスーパー、
ホテルなどのいろいろな場所に同伴で
きます。

たいし社協だより
第132号

二ノ

笑顔いきいき・仲間の貯蓄

﹃与れあい管回診﹄

年間では花見︑カラオケ︑出前講

玉

座︑夏祭りなどの楽しい行事を開

催されていますが︑今回10月6日
︵火︶に川島公民館で開催されたサ
ロンでは︑糸井の矢田氏を講師にお
招きし︑害玉作りに挑戦です︒
講師の説明に真剣に聞き入り︑
皆さん吾玉作りに熱中されていま
した︒できあがった作品は︑玄関な
どに置けば癒しになると︑皆さん大
満足のようでした︒

苔

・開催場所 川島公民館

山野草や観葉植物など好
みの植物の根をケト土（湿
地の植物が腐ってできた黒
い粘り気のある土）で包み、
表面に苔を巻き糸で固定し

・開催日

2カ月に1回
10こ00〜12：00

・会

費 無料（内容により
100円〜300円）

・参カロ者 25名
・スタッフ 5名

密生したものです。2年くら
いはもつそうです。

・サロン開始

平成15年4月7日

三≡≡≡力故山試出は
社協では地域での行事を盛上げていただけるよう下記のような用品
の貸し出しをしています。利用を希望される方は
電話等で空き状況をこ確認の上、社協窓口で
申請用紙（印鑑不要）にてお申込みください。

綿菓子機

≪共遊レクリエーション用品≫

ポップコーン機

2

数

コーヒーメーカー

2

1

餅つき

レクリエーション用具名

と数

すさやきジャンケンゲーム

レクリ工一シヨン用異名
1 6

思い出カルタ

唱歌カルタ

5

輪投げ

さくらんぼの木輪投げ

勝ち残り大作戦

2

アンバランス

2

グーコルグーム

1

スカットボール

−1

ディスクコルフ

．ゞ

杵（大・小）

OHP

1

2

各2

1

スクリーン（OHP用）

1

ビデオプロジェクター

1

DVDプレイヤー

1

テント（4問2問）

ソフトバレーボール

2

テント横幕

サッカーチャレンジ

1

机

グラウンドコルフ（クラブ）

1

パイプ椅子

10

グラウンドコルフ（ホール）

1

自動血圧計

1

体重体組成計

1

デジタル血圧計

1

各1

1

各1

〝

臼

数

1

20

釣りつこ1・2

1

貸出物品名

たいこ相撲

2

1

ビンコゲーム（マスターボード）
風船アート用ポンプ

2 1

羽根っこゲーム

ジャンボサイコロ（大小）

くらくらゲーム

3

室内ペタンク

：2

リバーシゲーム

ピーンポーリング

≪貸出物品≫

マクダーツ

だるま落し

2

2

2
1
8

☆自己紹介をお願いします︒

特別養護老人ホームまほろ
ばの里の白銀と申します︒平
成14年のオープンより働い
ています︒太子町で育ちまし
たので︑地元の施設で働きた
いとの思いが勤めるきっかけ
で
す
︒

☆まほろばの里ではどういう
お仕事をされていますか︒

特藁とショートステイの介
護主任兼生活相談員をして
います︒施設におられる方々
の日常のお世話や︑御家族へ
の連絡調整をしています︒利

過食鶴
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︒今回からは︑
そこで働く職員の方の生の声
をお届けします︒
今回は︑特別養護老人ホーム
﹁まはろばの里﹂からです︒

らせるよう努力しています︒

用者様︑御家族が安心して暮

☆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
とは何ですか︒

これが一番というのは難
しいですが︑利用者様から

﹁ありがとう﹂と言われると︑
﹁この仕事をしていて良かっ
た︒﹂と感じます︒

☆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
︒

最近︑職場の同僚とフット
サルをはじめました︒しっか

り動いてダイエットします︒

☆最後に 吉お願いします︒
利用者様が笑顔で暮らせ

るよう︑職員一同努力してま
いります︒これからもよろし

くお願いいたします︒

白銀さん︑ありがとうございました︒お仕事にフットサル︑
頑張ってください︒

ほほろばの里」

〒671−1541太子町塚森125−1TELO79（275）1858

ヽ、い‖

この制度は兵庫県社会福祉協議会が行っており、
低い利子（条件により無利子）で資金を貸し付けるこ
とにより、世帯の経済的自立を図るとともに地域社会
での安定した生活を支援することを目的とした貸付
制度です。
この制度を利用できる方は次のとおりです
・こき〕低所得者世帯

資金の貸付けにあわせて必要な援助、指導を受け
ることにより独立自活できると認められる世帯で、
他からの融資を受けることが因難な低所得者世帯
②障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳の交付を受けている者の属する世帯
食高齢者世帯
日常生活の上で療養または介護を必要とする、65
歳以上の方が属する世帯
個人ではなく、生計を同一にしている「世帯」への
貸付です。会社や団体は対象外。
他の給付制度や貸付制度等が利用できる場合、そ
の制度を優先してください。
本制度の貸付の交付を受ける前に支払った経費は、
貸付の対象になりません。また、契約や発注等の実
行済みの経費についても、原則、貸付の対象になり
ません。

＊例えばこんな制厩があり愛す＊
◎総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難をかかえており、生
活の立て直しのために継続的な相談支援（就労支
援、家計指導等）と生活費及び一時的な資金を必要
とし、買付けを行うことにより自立が見込まれる世帯
を支援するための資金

◎教育支援費
低所得世帯に属する方が学校教育法に規定する高
校、短大、高等専門学校、大学に就学するのに必要
な経費
◎就学支度費
低所得世帯が学校教育法に規定する高校、短大、高
等専門学校、大学への進学に際し必要な経費

上記は貸付資金の一部です。申請方法や資
金の種類、貸付限度額等この制度の詳細につ
いては、

太子呵社会福祉協議会（℡276−4111）
へお問い合わせください。
また、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。

♂

9月14日（月）、兵庫県公館で開催された兵
庫県高齢者の集いの席上で、
【老人クラブ育成功労者】原田敏郎氏（宅原）
【優良老人クラブ】広坂老人クラブ
が県宅連会長表彰を受けられました。
おめでとうございます。

石
左

原田敏郎氏
広坂老人クラブ会長

9月29日（火）、町民体育矧こおいてふれあ
い運動会を開催し、170名を超す会員が集ま
りパン食い競争やスプーンリレーなどたくさ
んの種目で競い合いました。オープニングは
あすか応援隊による力強いエールが送られ、
競技の半ばには参加者で太子舌頭にも挑戦し、
スポーツの秋を楽しみました。

農楕弘毅氏

太子町で育つ障がいのある子ともが、
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。
☆年一回の親子研修を今年は「テーブルマナー教室＆ピア
ノミニコンサート」と題して、姫路キャッスルホテルでマナー
を教えてもらい、その後太子町常全在住のピアニスト市場
誠−さんによるピアノ演奏を聞かせて頂きました。子ども達
も個々の表現で楽しみ、笑顔でした。子どもさんの中で一人
「大きな古時計」を市場さんが連弾してくださり弾いてくれ
ました。弾き終え、自信に満ちた笑顔を見た時、「頑張って続
けたらピアノって楽しいよlUとみんなに教えてくれた様な気

がします。そのピアノを弾いてくれた亨どもさんに、その時
の感想を書いていただきました。
姫路キャッスルホテルでミニコンサート

☆9月26日（土）、学齢期部主催の「先輩達と

㍉∴．．−∴∴−∴￣
右かって二で一
l争、く七r∂
」チL十二・か、
く〆て十二ので

．・丁

1二．−∵∴：

の交流ボーリング大会」を開催しました。9月に
入会したばかりの会員さんも参加し、にぎやか
な大会となりました。親子でボーリングしなか
ら親同士いろいろな話ができ、何より子どもが
楽しんでくれたので「来てよかった。」との感想
が多く、スポーツの秋をみんなで楽しみました。

「フどい1．17」◎竹とラろケを作りませんか今
阪神大震災から14年が経ちました。毎年亡くなられた
方々を追悼し、震災から生まれた支えあう「ここう」を次
世代に伝え広げるため、棄遊園地グランド（神戸市中央
区）で各地から寄せられた竹とうろうを「1．17」の形に
並べ、ろうそくを点灯します。
太子町社協では、平成16年度から毎年、「つどい」で
使用される竹とうろうを神戸に送っています。

その竹とうろうをみんなで作り、その後、あじさいグル
ープが炊き出し訓練で作った豚汁を一緒に試食しませんか？ご参加お待ちしています。
◎日

時

平成21年12月19日（土）10時〜12時

◎場

所

太子町保健福祉会館

中庭

（雨天時は会館南側駐車場付近）
◎内 容（カ竹とうろうを作ろう
（む竹とうろうにメッセージをかきこも

③炊き出し体験（豚汁の試食）
◎持ち物 軍手
◎定 員 20名（小学生以下は保護者同伴）
◎申

込

ボランティアセンター（℡276−6632）まで

※参加者は暖かい服装でご参加ください。

〔写真は昨年の様子です〕

頼りにしてます！移送さん
太子町社会福祉協議会では、ボランティアグループ

「移送」の協力により、社協の車いす・寝台対応の華で
通院等の送迎を行っています。
「移送」のメンバーの9割は定年退職後の男性です。
参加の動機は、
◎定年後、空いた時間を使って、誰かの「ちょっとした

お手伝い」をしたい
◎働いているときにはできなかったことで社会頁献を
行いたい
◎会社を辞めた後の、地域での仲間作りの一環
といった理由でボランティアに参加されています。

「移送」では新規会員を随時
募集しています。
詳細はボランティアセンター
までお問い合わせください。

11月21日（土）

12月19白（ii 竺甲？空竺禦早1空㌣学生の
9時〜12時まで

方も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

♂

′ヽ

学棟？活躍甘3ポ与ン羊イ？！「たけのこ」グループ
「たけのこ」グループは、町内4小学校の中で、サポートが必要な子どもの危検
防止や安全確保などのため、介助や補助、児童の見守りをしています。
各小学校によって活動時間は様々ですが、みなさん、月2〜3回程度活動に奉加

し、それぞれの小学ネ交で見守り活動を行い、毎月1回は学校側とミーティングを行
って、子どもを主体に置いた活動作りに取り組んでいます。
参加しているボランティアからは、

＊子どもの成長がとても楽しみ
＊子どもたちと顔見知りになり、「ボランティアさん」と声をかけられるのがうれしい

＊子どもの笑顔に癒される
という声がきかれます。
地域のこどもを、地域で見守る、という姿勢が具現化
されたボランティア活動です。

7

※ボランティアに参加したいという方は、随時受
付をしております。詳細はボランティアセンター
（電話276−6632）までお願いします。

〜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」

ち◎子育て砂る
のご紹介〜月

いろんな

保健福祉会館2階集会室にて開催される「ハ
ートは−と」では、ボランティアさんが毎回楽

催讐警手農芸震要撃

しい内容を考え、親子ともにほっと一息つける
「ひろば」を開催しています。年間予定表はボラ
ンティアセンターか「ひろば」の受付に用意して
いますので、こ自由にお持ち帰りください。

健室」では、こどもの
身長や体重を計測し

たり、保健師が育児
にまつわる相談に対
応してくださいます。
生後まもなくから
参加している親子も
多いので、ママ友達を作るよい機会ともなっており、待合室
はいつもにぎやか。
下記の日程を参考に、母子手帳をもって是非参加してみ
ませんかつ

∴

11月9日（月）10：30−11：20
内容 ふれあい遊び

窃

持物

なし

、ミ、−12月79（月モ19‥30〜1120
持物

また、町内の保育園（安義、二葉）にも、毎週土曜日

∴●

（原則）に園庭親政という形で「ひろば」にこ協力いただい
ています。
魅力は、なんといっても安全な遊具で遊べること。そして、
年齢の近い保育園児に出会えることです。外遊びが楽しめ
る2〜3歳児の参加が多いようです。事前申し込みが必要
ですので、電話で申し込みを行ってから、是非ご参加

−

なし

12月21日（月）10：30〜11：20
内容

ハートのクリスマス

持物

なし

事前申し込みは必要ありません。都合のよい
回にご参加ください。
※駐車場が込み合いますので、お近くの方は
お車でのご参加はご遠慮ください。

lハートメー止を大串魚！！
こどもの微笑ましい「つぶやき」や、こどもとの温かい「できごと」を、「ハートメール」としてお知らせください。
◎用紙はなんでもか乱はせん。メールでもOK。200字以内であれば、エッセーも歓迎です
◎ボランティアセンターまで、メールか郵送でお届けください。掲載が決定次第、こちらからご連絡させていただきます。
◎応募先 〒671−1553 揖保郡太子呵宅原102−1太子町社会福祉協議会
メー）レアドレス

talShI−Shakyo＠seasreenocnneH〕

★☆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

名

称

な

幼児映画会

ど

金曜日

j

電話番号

12／4・1ト18

備

考

277−3880

11／10・17

のびすく

おひさま

安養保育園

11／12・26 11／14・28

2〜3歳児親子（園庭開放）

二葉保育園

保健福祉会館

不定期

原則として

まちの保健室

声扁㌃■

毎週土曜日

毎月2回 月曜日

「雲碧空￣去㌻と」

不定期 月曜日

不定期

毎週土曜日

お休み

㊥申し込み

276−3680

㊧申し込み

277−0163

11／2・16 12／7・21

11／9 12／7・21

277−3733

」

「

276−6630

276−6632

㊧申し込み

l
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杜協心配ごと相談

8月・9月受付分

〜受付順敬称略〜

●糸井北盆踊り大会

心配ごと相談
〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

「一一日・12月の相談日は一一一日一一一…＝

11月13日（金）12月11日（金）

27日（金）

25日（金）

■胡正式喜主巨虞《日時≫11月の相談日
●精神障がい者相談……………奇数月第3火曜日
11月17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
11月18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
11月19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。

3．000円

●蓮常寺壮年会盆踊り大会収益金
5．000円
●佐々木順一郎（宅原）亡母しげの供養100，000円
●長谷川靖洋（米田）亡長谷川健一供養100，000円
●八木一男（蓮常寺）へのお見舞、御供え物の拝受に
あたっての感謝

280．000円

●森崎美代子亡夫重久供養

100．000円

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。

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金
平成21年8月

9月

42名

・・42．000円

25名・・25，000円

●自治会ベンチ助成（太子苑）

48．300円

●兵庫県西部豪雨災害見舞金

30．000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。

平成21年度

福祉の就職説明会
（対象エリア 西播磨）

読者モニターの

「盲√つとご蔑見」
前回匂呼月号について◎ご意見は・・・
☆認知症について、いろいろな角度から記事が
作られているのか良かった。矧二「本人・家
族への支援」で地域での支援の大切さが書い
てあったのは良かった。
☆認知症、若年性の認知症もあるし人事ではな
い。違いや予兆などが書いてあり参考になっ

夕

●日

時

平成21年11月20日（金）

●会

場

姫路商工会議所

1300〜16．00

●対象者

大ホール

（姫路市下寺町43）
福祉職未経験の中高年者、福祉職経

験者、学生、福祉の仕事に関心がある
方はどなたでもご参加いただけます。
●内

容

・合同就職説明会

・採用予定情報の提供
・福祉の仕事相談コーナー、

た。
☆サ0ン研修会の記事、アタマの体操に興味を
括った。
☆ボランティアにも色んな種類があり、子ども
の参加や私もお手伝いできることがあるかも、

初心者向けコーナー
●参加予定事業所
兵庫県内に所在する社会福祉施設
（高齢者、障がい者、児童など）、
介護保険事業所等

と思った。
☆社協福祉バザー、今回仕分け、値付けのお手
伝いをさせてもらったが、皆さんの善意のた
くさんの提供品に心が温かくなった。
※昌重なご意見ありがとうございました。

兵庫県社会福祉協議会兵庫県福祉人材センター

（お問い合わせ先）
〒651−0062神戸市中央区坂口通2−ト18
TELO78¶27ト3881／FAX O78r27l−3882

一ヽ

「う日：平成21年12月12日（土）l

E壷を上映しますJ
毎年恒例となりました『社協歳末映画会』は、社協
だより9月胃でお知らせしましたとおり、『パコと魔法
の絵本』を上映します。
あわただしい年末に、親子で、おじいちゃんおばあ
ちゃんと、友だちと一緒に映画を見てホッとするのは
いかがでしょうりたくさんの方のこ来場をお待ちして
いますl

●日時

平成21年12月12日（土）
第1回

開場

930

第2回

開場1330

上映1000〜

上映1400〜

●場所 太子町立文化会館（あすかホール）大ホール
（各回定員800名）自由席
●料金 大人（高校生以上）300円
小人（3歳以上）

100円

変わり者ばかりが集まる病院を舞台に、1日しか記
憶が持たない少女パコのために大人たちが思い出
を残そうと奮闘する姿をファンタジックに描いた、爆
笑して号泣する奇跡の感動ストーリー。
（監督 中島哲也 主演 役所広司）

ご存知ですか？

平成20年度に厚生労働省が 介護 について理解と認識を深め、介
護従事者、介護サービス利用者及び介護家族を支援するとともに、そ
れらを取り巻く地域社会における支え合いや交流を促進する観点と、
高齢者や障がい者等に対する介護について、国民に啓発するための日
として、11月11日を「介護の白」と制定しました。

11月11日は

r介護の日」

プログラム

〜安心して老いられるそんな社会を目指して〜

1330

開会挨拶・

1340

介護講談

オリエンテーション

兵庫県老人福祉事業協会では、福祉関係者の方はもとより、広く県
民の皆さんとともに

これからの介護

について考える機会として、シ

「dlまじめ介護
〜介護は人生の

ンポジウムを開催します。今年度は「安心して老いられるそんな社会
を目指して」と透して、介護現場からのメッセ，ジを伝えます。
●日

●場

時

所

最高の学び場〜」
講談師 田辺舐瑛氏

平成21年11月11日（水）1330〜1615

兵庫県民会館

9F

けんみんホール

●参加費 無料
●申 込 社協窓口にある所定の申込み用紙にて11月5日まで
に兵庫県老人福祉事業協会へお申込みください。
【問い合わせ先】（社）兵庫県老人福祉事業協会

1510

休憩

1525

介護現場からの

1615

閉会挨拶

メッセージ

事務局℡078−29ト6822／FAXO78−291−6811
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