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7月25日（土）保健福祉会倉引こおいてめだかの学校を開催し、町内の小学生29名

■■恥

が参加しました。兵庫県理学療法士会西播磨ブロックの方を講師に招いて、自分た
ちの体や高齢者の体について車いす体験などを通して学びました。
お昼に自分たちでホットドックを作って食べた後、社協のデイサービス利用者を招
いての夏祭りです。ヨーヨーつりやゼリーすくいなどの出店を一緒に回り、輪投げコ
ーナーでは自分たちで作ったメッセージ入りのメタルをプレゼントしました。喫茶コ
ーナーで一緒にアイスクリームを食べて、最後にみんなで歌を歌いました。「デイサ
ービスの人が喜んでくれてうれしかったり「新しい友だちが増えた」「また来年も参
加したいl」などの感想が聞かれ、充実した一日となりました。また、この行事のため
に浴衣を寄贈してくださった皆様、本当にありがとうごさいました。

今月の社協だよりは・・

⑳蒜福祉協議会慧

☆めだかの学校…
☆サロン研修会…・

☆福祉施設・実習生
☆福祉団体‥・

…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
☆バザーお礼・映画会お知らせ・…10

熟
〜この社協だよ。は共同募金の配分金によ。作成し、再生紙を便臥ています0飽

保健師による出前講座「認知症にならないために」
7日10日（金）、太子町立文化会館中ホールにおして平成21年度ふ
れあしサロン研修会を開催しました。現在ふれあしサロンを実臆してし、る
自治会しユ58自治会で、研修会にほ155名の参加者があり、地域の皆様
のふれあしサロンへの関化の富さが伺えました。今回ほ行攻で行ってし、る
出前講座の−つてある「認知症にならなし、ために」を、さわやか健康課の
嶋津1呆健師しこ実施してし、た7；きました。

今回の社協だよりでほその内容を少し紹介しイこします。かつてほ『痴呆』
と言われ2004年に名称を改められた『認知症』、その認知症しこならない
7こめに、普段の生活の中でも注意すれぎ予防につながることがあ昭ず。

■酢蚕豆♂日脚可匠医王l｝
カロ言論によるもの忘れ

認知症のもの忘れ

体験の一部を忘れる 記憶障害のみがみられる

F全体を忘れる

：記憶障害に加えて判断の障
害や実行機能障害がある

物忘れを自覚している

物忘れの自覚に乏しい

探し物も努力してみつけ

探し物も誰かが盗ったと言う

ようとする

ことがある

見当識障害はみられない
作話はみられない
日常生活に支障はない

見当識障害がみられる

しばしば作話がみられる
日常生活に支障をきたす

きわめて徐々にしか進行しない

進行性である

「ジャンケンで私に負lナるものを出してください。」
簡単なゲームですが、なかなか難しい。

t遵弧州醸那必那願¶
認知症の人は2005年には全国で約170万
人、20年後の2025年には320万人に増えて
いくと推測されています。85歳以上になると

4人に1人が認知症というデータもあるそう
です。
我々の住む太子町では、平成21年3月未の
介護保険認定者863人の疾病別内訳を見て
みると、重度の認知症がその3分の1を占め

ているというのが現状です。ただし、要介護
認定においてその要介護状態に至った直接
の原因と考えられる疾病別なので、実際の認
知症の方はもっと多いと考えられます。

※見当識障害
現在の自分の置かれた状況を
正しく見当つける能力が障害
されることを言います。

●細田型隠●
認知症の原因となる病気は、なんと70種類以上もあるのです。その中で代表的なものは
「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」で約8割を占めているのです。

脳の神経細胞の間にシ三のような斑点ができ
たりして、脳が萎縮していきます。新しいことを覚
える機能が障害されていることが多く、出来事自
体を忘れてしまい、生活に支障をきたしだします。
例えばこんな症状が＝・
【記憶障害】
【見当識障害】
・最近のことを思い出せない・支離滅裂なことを言う
・物を置き忘れる

・場所の判断がつかない

・同じ質問を何度もする ・時間の認識ができない

脳梗塞や脳出血により、その周辺の脳の機
能が正常に働かなくなることによって起こりま

す。脳血管障害の原因となる高血圧、高脂血症、
糖尿病の予防や治療をすることが大切です。
例えばこんな症状が＝・
・記憶障害はあるのに、計算力判断力理解力は
保たれている。
・穏やかだった人が怒りっぽくなる

・気力がなくなる

脳の内部に異常なたんばく質（レビー小体）が蓄積して脳細胞が障害されて起こります。「虫がいる」
などといったはっきりした幻視や被害妄想、抑うつ状態、また手足の震えなどの症状があるそうです。

二ノ

・新聞記事を書き写そう！
文章を読み、手で文字を書くという作業
はとても効果的な脳のトレーニングです。
・お客様を自宅に招待しよう！

アルツハイマー型認知症は、薬で進行を遅ら
せることができます。脳血管性認知症は、血圧

お客様を招待することは脳に程
よい緊張感と刺激を与えます。
・利き腕と違う腕を使おう！

のコントロールをしたり、脳血管障害の再発を
防ぐことにより、進行が止まることがあります。

利き腕と違う腕で受話器をとったり体を洗ったりして脳に
刺激を与えることで体全体の八ランスが良くなります。
・早寝早起きをしましょう！

記憶が整理されるのは睡眠中です。就寝・起床時間を決め
質の良い睡眠をきちんととることが大切です。
・よく噛んで食べよう！
歯のない人のほうが認知症の症状が重くなるという傾向
があるそうです。歯からの刺激は直接脳に伝わると考えら
れています。
・認知症予防の食事を心がけよう！

若い脳を保つための食事のポイントは「減塩」「抗酸化」
「コレステロール（控える）」です。栄養バランスの良し1食
事は高血圧・動脈硬化など生活習慣病にだけでなく認知］症
予防にも効果的なのです。

②自分なりに対処できる
本人にとって早い段階で知ることは、自分な
りの対処法を見つけることができ、自分の将来
を自分で決めることにもつながります。

③家族の混乱を防ぐ
家族も早い段階で正しい情報を得ることで、
問題がこじれることなく、本人や家族の現在及
び将来の見通しが立てやすくなります。例えば
将来自分で判断できなくなったときのために成
年後見制度を利用する、など。

その他にも、適度な運動をしたり、生活習慣病の予防とう台療
など、認知症の予防につながります。

認知症の方に自覚がないというの
は間違いで、物忘れが増え、これま
で出来ていたことがだんだん出来
なくなっていく変化に気付くのは本
人自身です。また、家族にも相談できる

左弘。∈逐語噸招
何よりも地域での
支えが大切！

ところがあったことが介護を続ける支えになっ
たとのアンケート結果もあり、本人への具体的支援
はもちろんのこと家族への支援も必要です。太子

社会福祉協議会では介護予防教室を
実施しています。
しかし、何よりも地域での支えが大
切であり、ふれあいサロンなどは身近

に出かけられる場所であるし、またご近

所同士の日常の挨拶や付き合いでその人の変化
がわかり、認知症の早期発見やご近所での見守り
につながります。そして本人だけでなく家族への声

町として、地域包括支援センターでは保健師、社会
かけなど、身近な地域での支え合いが家族への心
福祉士などが介護相談や健康教育を行っており、
の支援にもつながっていきます。
認知症予防に大きな役割を果たしているふれあいサロン、今後も大きく広がるよう社会福祉協議会では支援していきます！！

研修会でも実際に参加者でやってみたクイズから一部を紹介しますので挑戦してみてください。全部わかるかな？

④なんと読むでしょう？
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③なんと読むでしょうワ

ハイキブツ

チッテト

②なんと読むでしょうり

ハイキブツ

①なんと読むでしょうワ

ハイキブツ

●答えは9ページの一番下にあります︒

ウ

挑戦してみよう！アタマの体操

（むなんと読むでしょうワ

4又は5
※都市の名前です

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︒

㈱トヨタレンタリース兵庫から

今回は﹁二葉保育園﹂です︒

れました︒

二葉保育園は創立七十五年を迎え︑三千八百名を超える
卒園児を送り︑地域に根ざした保育園です︒当園は〇歳児か
ら就学前までの子ども達が百二十名在籍し︑朝七時半から
夕方﹂八時半までの時間内で生活しています︒
子ども達の中には保育園にいる時間が長い子どもが多い
ので︑乳児クラスはできるだけ家庭的な雰囲気の中で︑その
子のリスムや大人との信頼関係を大切に保育しています︒
幼児は子とも達の可能性が十分に花開くために︑頭も体
も使って遊べるよう遊具を用意し︑将来も自立した創造性豊
かな集中力ある子どもを目指して︑子ども達の遊びを大切
にしています︒その中で仲間関係や社会性を身につけられる
ようにし︑わらへうたや集団遊びを通してルールや社会の決
まりを知らせます︒
先日は保育園の夏祭りがあり︑あいにくの雨でしたが︑雨
にもかかわらず︑園児︑保護者︑祖父母︑地域の方々︑卒園児
等三百名近くの方が参加してくだきりにぎやかにもよおさ

これからも新しい時代に向けて︑地域の子とも達の健全な
育成と保護者の子育て支援のための働きを積極的に取り組
んでいきたいと思います︒
二乗保育園より

〒671−1511太子町太田2052

「二葉保育園」

ニー㌍三二

TEL079（277）0163

実習生がやってまた！
関西福祉大学の学生を受入れ
8月に2名の大学生が「社会福祉援助
技術現場実習」にやってきました。この
実習は社会福祉士という国家資格を受
験するために必要で、社協では約2週間
の実習でした。
この実習期間中に、台風9号による大雨で県内でも大
きな水害が起きました。実習生も職員と共に佐用町で救

援活動に参加しました。その中で「人と人の関わりが希

短期間貸出用としてお使いいただけます。
このたび、（株）トヨタレンタリース兵庫より

薄といわれる世の中でも、非常時にはお互いに助け合っ
て作業している姿を間近に見て、改めて人と人の関わり
が大切だと思った。福祉を志す学生として、災害時には
道路や家の復旧作業も大切だけど、被災者への心的支
援が大切だと感じた。」との感想を聞かせてくれました。
短い実習期間でしたが社協での時間が将来彼らの進
む道を見つける手助けになればと思います。

兵庫県社協を通じて車いすを2台寄贈して
いただきました。この車いすは、広く町民の
方にこ活用いただくために短期間の貸出用
として使用させていただきます。たとえば旅

行の時に「長時間歩くのは不安」とか、百折
した時などに「少しの問だけ車いすを使用し

たいんだけど・」ということがありますよ
ね。そんな時にお使いいただけます。詳しく
は社会福祉協議会へお問い合わせください。
社会福祉協議会（℡276−4111）

ノ

献多・茅讃金台
サークル芸能発表会「ふれあLlの祭典」『
本年度もサークル芸能発表会『ふれあいの
祭典』をつくも荘にて開催します。一般の方も
自由にご覧いただけます。

●日時 平成21年9月11日（金）
●場所

文集「かたらい」では、会員皆さんから
稿を募集しています。
テーマはフリーで、趣味、健康法、旅行言
提言など自由に投稿してください。
：￣．語．ほ＝回回＝

午前9時30分〜
つくも荘

●出演 民舞・民謡・謡曲・詩吟t播州音頭・
カラオケ・マジック・新舞踊など
●展示 茶道・俳句など

さあ、スポWツの秋l毎年恒例の運動会も
今年度で第7回となります。会員の皆さん、
いい汗かきませんかつ

●日時 平成21年9月29日（火）
午後1時30分〜
●場所

町民体育館

多くの会員の皆様のご参加、寄稿をお待ちしておりますl
詳しくは事務局（社会福祉協議会℡276−4111）までお問い合わせください。

こんにちはJ

太子町で育つ障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。

？？？障害年金って、何？？？
☆7月30日付の新聞でご覧になられた方もいら
っしゃると思いますが、「就労したら支給停止」の

見出しで障害者年金の停止、減額問題の記事が
掲載されていました。これは障がい者の自立に
逆行しているのではないでしょうか？また、年金
がなくなったら親亡き後どう生活したらいいの
か？「必死で努力してやっと就労したのにあまり
にも理不尽、自立の意欲がそがれてしまう」と兵

障害を持った方の受給できる社会保険の年金制

度には・障害基礎年金（国民年金）
・障害厚生年金（厚生年金）
があります。受給するためにはそれぞれの年金制度
で受給要件が決められています。また、障害の程度
により支給される年金や金額も異なります。

庫県手をつなぐ育成会理事長の小原さんが改
善を訴えています。こうして手をつなくも育成会
の上部が私達の思いを代弁して国に働きかけて
くださっています。私も年金だけでは親亡き後の
生活が成り立たないと思い、 不十分を就労で ●
との思いで必死に子どもの支援を続けてきまし
た。どうぞこの想いが国に通じますように旦

上記の表のように、障害基礎年金と障害厚生年
金とも受給要件を満たしている方でも、例えば障害
の程度が1・2級障害であれば両方受給できますが3

破障害では障害基礎年金は受給することができま
せん。また、ここでいう障害の
程度とは身体障害者手帳の

【新聞の報道内容】
知的降がい者が企業などへの就労を機に障害等級が軽度に認定され、
障害年金を停止、減額されるケースが2006年から2008年に力Ⅵナて相次
ぎ、障害者団体が国に是正を求めているという内容の記事。実例として
ある40歳代の女性（知的降がい者、障害の程度2級、障害基礎年金月約6
万6千円）が2007年より食器洗いのパートに就労。約6万円の月収を得
るようになると、障害等級が2級から3級に変更され、月約6万6千円だっ
た年金が同年11月よりゼロになったという話も掲載された。
∫
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等級とは異なります。詳しくは、
社会保険庁などのホームペー
ジなどでご覧いただけます。

毎年開催している小学4〜6年生を対象とした福祉学習
「めだかの学校」に、職員の補助スタッフとして中・高校生
ボランティアが参加しました。
中・高校生ボランティアの役割は、「小学生の福祉体験を陰から支え、進行を滞りなくすす
める」こと。そのために、朝早くから来て職員と打ち合わせをし、小学生の受付の準備や、移
動の際の補助を行いました。
実際にボランティアをした学生からは、
・「出店」の用意をするのは大変だったけど、自分
が作ったヨーヨーつりで、高齢者の方が笑顔に
なってくれた時が、とてもうれしかった
・高齢者の方が笑顔で「ありがとう」と言ってくれ
た時、こっちまで元気になりました
・普通に何かをしていることが、誰かの役に立っ
ていることがわかった
との、感想が聞かれました。

［小学生と出店の飾りつけをしました〕
I ｝

太子町社会福祉協議会が行っている「介護予防教室」におい
て、参加される利用者の方のお手伝いを、ボランティアとともに
行う体験も、この夏同時に開催されました。
実際に参加した学生からは、
・とてもいろんなことが勉強になったし、毎日が楽しかったので終わってしまうのがとても寂しい
・参加者のみなさんが笑顔で話しかけてくださったのがとてもうれしかったです
・高齢者の方への対応の仕方を職員の方から教えていただき、とてもいい経験をしました
参力Dした学生は、「介護福祉士」や「看護師」を目指しているそうです。
夢に向かって頑張ってください。
・〃

∨

こJク C−

、、 太子町ボランティアセン

00ノ ターでは、斑鳩保育所・安

養保育図・二葉保育園・石
海幼稚園にこ協力いただき、「ペットボトルキャップ回収箱」
を設置。定期的にキャップを回収し、ボランティアセンターに
て、洗浄・梱包をボランティア有志とともに行っています。
8月は夏休みということもあり、いろんな学生が手伝ってく
ださいました。
みなさん、ありがとうございました！

（写真は乗中の皆さん）

1謂］謂注；9時〜12時まで

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
たいし社協だより
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いろんな活動をやっています！

掛粗迄糟は蘭書訝鼠風貌用
3月に募集をし、4月から活動をはじめた『ちょボラン体験隊』。
隊員は、4年生から6年生までの10名で、原則第3土曜日の午前

中に様々な福祉体験を行っています。
4月には『手話サークルぶらんこ』の皆さんを講師に迎え、 聞
こえない、ということはどういうこと力ヾ 聞こえない人と、どう
やってコミュニケーションをとるのか ということを考えました。

また、6月には田先崇志先生（環境科学研究所代表）をお迎えし、「環境とボランティア」について考

えました。こどもたちは、「夜の地球儀（人口衛星から見える夜の地球の姿の地球儀で、都市部が明
るい）」を見て、エネルギーのことを学び、LEDなど新世代の光について学びました。
こども達が、植えた「緑のカーテン」（コーヤ）は、すくす
くと成長し、収穫した実は、社会福祉協議会が行っている
老人給食の一品として提供されました。
「ちょボラン体験隊」は、
現在若干人数に余裕があり

ます。年間を通して参加で
きる方はボランティアセン
ター（電話276−6632）ま

でお問い合わせください。

食品従事ボランティアス判レアツ刀干修会
のお知らせ
ボランティアセンターでは、高齢者の食事に
関する知識を深めるための講座を開講いたしま
す。調理にかかわるボランティア活動を行って
いる方は、この機会にご参加ください。
◎日

◎場
◎内

時11月18日（水）13時30分〜14時30分
所 太子町保健福祉会館 2階 会議室2
容 高齢者に必要な栄養について

・高齢者が積極的にとりたい食品について
・栄養吸収率が高い食品の食べ合わせについて
◎講

太子町さわやか健康課
管理栄養士 藤原 敬子 氏
◎対 象 食品調理に従事しているボランティア
および、興味のある方
◎定

師

員

30名

◎申 込 太子町ボランティアセンター
電話276−6632

恩土筆ノ

（収穫されたコーヤの入った給食）八

台風9号による豪雨災害について
8月10日に台風9号による豪雨で兵庫県内でも大
規模な水害が発生しました。太子町からも多くの方
が、ボランティアとして佐用町で被災者宅の清掃や
片付けの手伝いに行かれています。
参加されたボランティアさんは、口々に「因った時
はお互い様」とおっしゃいます。
参カロされた皆様、お疲れ様でした。そして、この度
の水害によって被害を受けられた住民の皆様には、
心よりお見舞い申し上げます。
また、兵庫県共同募金会では、下記のとおり災害義
援金の募集も行っております。

《義援金の受付方法》
●郵便振替口座
口座番号

00920−0−605

口座名義 社会福祉法人兵庫県共同募金会
※通信欄に「兵庫県台風第9号災害義援金」と記
入してください。振替手数料は無料。
●現金書留
宛先

〒651−0062

兵庫県神戸市中央区坂0通2−1−18

社会福祉法人兵庫県共同募金会
※宛名のところに「救助用」と明記ください。
料金は免除扱いとなります。
★期間は平成21年9月30日（水）まで。

7

■■ヽ

〜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㊥冨酢砂をぽ

ま塁蚕業
イメージキャラクター

前回好評でした「ひろばカレンダー」を再度ご紹介！予定にあわせてご参加ください！

【9月のひろばの予定】
日曜日

月曜日

火曜日

水曜日

1児童館 （よちよち）

6

7まちの保健室

8

児童館

9

2

10

木

3

4児童館

のびす おひさ

（よちよち）
13

14

15

児童館

ハートは−と
20

27

21

23

座9のびすく 弓（おひさま）

‖

児童館

映画会

17

18

12園庭開放

（安養・二葉）

児童館

映画会

24

土曜日

5園庭開放 （安養・二葉）

く ま）

（

16

金曜日

映画会

（よちよち）

：22

28まちの保健室 ハートは−と

曜日

19臨庭開放

（安養・二葉）

とク

25

26

3⑬

【10月のひろばの予定】
日曜日

月曜田

火曜日

水曜日

1

4

5まちの保健室と6（票慧）

11

12秒

18

13

7

14

19まちの保健室

ハート・は−と
25

26

2児童館

8のぴすく （おひさま）

15
20

木曜田

16児童館

児童館

22

（よちよち）

27児童館 （よちよち）

28

29

映画会

9児童館

映画会

21

金曜日

3励庭開放 （安養・二葉）

映画会

10園庭開放 （安養・二葉）

17園庭開放 （安養・二葉）

のびすく

23

（おひさま）
30児童館

土曜日

児童館

映画会

映画会

24園庭開放

（安養t二葉）

31園庭開放 （安養・二葉）

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

児

童

設

館

のびすく

安養保育園
二葉保育園

保健福祉会館

名

名

幼児映画会

おひさま

称

な

原矧」として

ど

金曜日

原則として 毎週火曜日

不定期

2〜3歳児親子 （園庭開放）

住

277−3880

llO：30〜11：30

277−3733

原則として 毎週土曜日

2〜3歳児親子 （園庭開放）

毎週土曜日

託ちの保健室
∈毎月2回
∃社協「ハートは一と」 仁東館2［集会室

月曜日
不定期 月曜日

所

備

考

鶴135−1

原551−1

276−3680
277−0163

276−6630
276−6632

福地408
太田2052

㊥申し込み
㊧申し込み

宅原102−1
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社協心配ごと相談

6月・7月受付分
預

〜鮒】竺敬称略〜

託

●匿名

10．000円

●故木村きみ江

心配ごと相談
〈日時〉毎月第2・4金曜日

午後1時30分〜4時

「一一9・10月の相談日は…一一日一一日一一一日

萱

100，000円

●玉田みゆき（広坂）亡夫四郎供養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。

9月11日（金）10月9日（金）

25日（金）

23日（金）

●ひとり暮らし高齢者誕生日お祝い金

■ヨ菰野ヨ≡至闇《日時》9月の相談日
●精神降がい者相談……………奇数月第3火曜日
9月15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
9月16日（水）午前9時30分〜11時30分
●邦的障がい者（児）相談………奇数月第3木曜日
9月17日（木）午前9時30分〜11時30分

平成21年6月

7月

31名

・・31．000円
38名・・38，000円

善意塞琵行とは
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。

′■ヽ

☆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。

読者モニターの

「ちょっとご意見」

杜協会員会泰のこ埠舟
ありがとう一ございます！一
本年度も社協会員会費のお願いをしました
ところ、町民の皆様の格別のご理解とご協力
により、多くの会員加入、並びに会費を納入い
ただきましたこと、厚くお礼申し上げます。社
協の買重な財源として各種在宅福祉事業に活
用させていただきます。
地域福祉の担い手であります皆様と共に福
祉目標である『みんなが主役 地域で支える
福祉の和』を目指して頑張ってまいりますので

前回◎7月号について◎ご意見は・・・
★「知的障害者更生施設」、このように取り組まれ
ている活動をもっとたくさんの方々が知る為にも
紹介することをうれしく思います。
★「ボランティア講演会」、車いすダンスにも興味
あるし、都合が合えば講演を聞きに行きたいと思
いました。

★見出しは大きくてわかりやすいが、詳細のわかる
中くらいの見出しをつけてほしい。
★イベントなど終ったことの報告より、これからの
予定をたくさん掲載してほしい。

★貸出用品の種類がいろいろあることがわかり、
いろいろな団体の行事で使えそうなものがそろ
っているのがわかって良かった。

★平成20年度社協資金収支決算内訳、社協の地
域福祉活動事業、ボランティア活動推進事業等
さまざまな活動をされている事にびっくりしまし
た。
★活動の写真がたくさん掲載されていてわかりや
すかった。
※寅重なご意見ありがとうございました。

β
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3ページのクイズの答え ①たぬき ②作業（さ行）服 ③産業（3行）廃棄物 ①お（オ）まわりさん（3）
①太り過ぎ ⑥シカ（又は＝か）コ

｛

毎年恒例となりました社協歳末映画会、今年は

りヾコこ魔法の絵本J
を太子町立文化会館（あすかホール）大ホール
で上映する予定です。詳細は次号「社協だより
11月号」をご覧ください。お楽しみに11

入場制限をするほど大盛況でした。
本年度も物品を提供いただきました町民の皆様、当日
購入いただいた皆様、そしてバザー品の収集・搬入にご

協力いただきました斑鳩校区・石海校区の自治会（本年
度よりバザー品の提供について、中学校区ごとの自治会
に交互にお願いするよう変更させていただきました）の

平成21年12月12日︵土︶

午前と午後の2回上映

7月4日（土）、文化会館中ホールにおいて恒例の福祉
バザーを開催しました。開場前より多くの人の列ができ、

方々、多種多様な品物の仕分け・植付け・販売にご尽力
をいただいたボランティアの方々など、たくさんの人に支え
られて無事開催することができました。心よりお礼申し上

げます。収益金は、地域福祉事業に使わせていだきます。
ご協力ありがとうございました。

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。

10月1日より始まります

赤い羽根共同募金運動
■rこ張回漕〔Ⅲ竜頭ヨ一打す●

（監督 中島哲也 主演 役所広司）
10月1日ト12月31日

「共同募金」は、民間の社会福祉事業を支援することを目的とした、「社会福祉法」に定められている募金運
動で、10月1日より全国一斉に行われる都道府県を単位とする計画募金です。
皆様からお寄せいただく募金は、一旦、兵庫県共同募金会で集約した後、翌年度に県内の民間社会福祉施
設や太子町社会福祉協議会などに配分され、身近な地域の福祉活動に役立てられます。
平成20年度の募金実績額5．280．776円に対し、平成21年度太子町社会福祉協議会に4，538．000円が
配分されました。

赤い羽根共同募金配分金は太子町でこのような福祉活動に使われています！
ボランティア活動の推進
（社協事業協力ボランティアグループへの
活動助成）
100，000円

福祉育成・援助・広報活動 2．518，000円

等年も『赤い羽幌共同舅笠躍動』に
こ協れお膵いします

兵庫県共同募金会・太子町共同募金委員会
住所

太子町宅原102−1電話079（276）4111

中央共同募金会
兵庫県共同募金会

http／／wwwakalhaneorJP／
http／／ww＼〟akalhane−hyogoorJP／
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