10月15日（土）10：00～13：00（雨天決行）

日時：

場所：こばと園（野寺1050-56／母里小学校を北へ200ｍ）
内容：●琴 ●稲美野万葉太鼓
●音楽療法‘トゥインクル’ ●和太鼓“打友”
●バザー（10：30～）
●模擬店
（焼きそば・喫茶・焼鳥・飲み物・フランクフルト・
揚げ餅・輪投げ・ポップコーンなど）

●事業所製品の販売（パン・クッキー・コースターなど）
次回10月号募集予告

当事者支援
●さくら草の会（介護者の会）
●ほっとファミリー（認知症を学ぶ会）
●生きづらさを抱える成人をもつ親のつどい
●給食サービス事業
●オープンかふぇ（居場所づくり事業）
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車いす１台

平成28年 熊本地震義援金

寄附
内

容

寄附

募金は身近にできるボランティア

「平成28年熊本自
身 義 援 金 」の 他 、
これまでの義援金総額 356,463円
「平成28年4月大
（8／18現在）
分県被災者義援
氏
名（敬称略）
金 額
金」
も９月30日
（金）
まで稲美町社会福 いなみ大池まつり模擬店売上
￥13,900
祉協議会にて受付
しております。
※募集の終期は、 ■受付期間 平成29年３月31日（金）まで
延長になる場合が
■受付窓口 下記、稲美町社会福祉協議会
あります。
（こちらでの募金は所得税控除の対象となります）

♪我が家のスマイル

リレーでつなごう♪

NO.74

いつまでも仲良くね～

田村

社会福祉協議会も
ぽん菓子で出店しています
バザー用品の提供にご協力ください
ご家庭にある新品の日用雑貨・衣料品などを
ご提供くださいませんか？
10月３日（月）まで受付しておりますので
よろしくお願いいたします。
（連絡先）こばと園
TEL495-1965・FAX495-2364

♪社協だより10月号をご覧ください♪

いきいきカフェ」簡単に作れるメニューの調理実習講座（シニア世代向け）

編集発行／問合･申込）社会福祉法人

匿名

品

平成28年４月14日に発生した地震に
より被災された方を支援するため、稲
美町社会福祉協議会 稲美町共同募金委
員会では義援金の受付をしています。
稲美町共同募金委員会に集められた皆
さまからの義援金は、中央共同募金会
へ送金し、熊本県共同募金会を通して
被災者の皆さまへ配分されます。

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

●
「ハートスタッフ養成講座」いきいきサロンを支えるスタッフになりませんか？（大人向け）
●
「ヒガシハリマ食堂

物

稲美町社会福祉協議会

〒675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3 障害者ふれあいセンター1階
TEL079-492-8668 FAX079-492-9170 Eメール inami-shakyo@bb.banban.jp
（社協事務局 開館時間）月～土（日祝以外） 8：30～17：15

※社会福祉協議会は、
社会福祉法第109条に基づき、
すべての市町村に設置されている住民の立場から福祉を推進する団体です

まさ し

将士くん（７歳）

きょう こ

恭子ちゃん（３歳）

VVVVVVVVVVVVVVVVVVV

社協 の つ ぶ や き
気づけば今年ももう９月。新年を迎えまた一つ歳を取るのかと
ため息をつき、桜の花が咲き子どもの新学期準備の夜更かしを
懐かしく感じます。ついこの間、
「よく実れ」と願いを込めて田
植えをしたその稲ももう刈取りの時期が近づいてきました。バ
タバタな毎日ですが、小さな喜びや幸せをかみしめながら日々
を重ねていきたいと思っています。
（M・K）
兵庫県共同募金会マスコット
あかはねちゃん

わだい
◆整理された使用済み切手を
定期的に匿名で持ってきてく
ださる方が、先日も事務局にお越しくださいました。
絵柄ごとに分別するなど毎回感動するほどの美しさで
す。NPO法人誕生日ありがとう運動本部へ送付させてい
ただきました。ありがとうございました。
◆こちらの子ども用車いすを３か
月間利用されていた８才の男の子
が返却に来てくださいました。
『ありがとう』と言いながら、
上手に乗れるようになったところ
を見せてくれました。返却前にお
母さんといっしょに掃除したり洗ったりしてくださったそ
うです。ありがとうございました。
◆ボランティアグループ点訳サークル「すみれ」の皆さん
は、毎月、社協だより・広報・
絵本の点字を作成してくださっ
ています。点字絵本は、稲美町
図書館に置いてありますのでぜ
ひお手に取って見て頂けたらと
思います♪♪♪

10
11
30

10

12
31

12

おかげさまで共同募金は70年
「困ったときはお互いさまよ」とニッコリ笑う人がいる
お互いさまの おかげさま
じぶんの町を良くするしくみ 赤い羽根共同募金

編集発行／問合･申込）社会福祉法人

稲美町社会福祉協議会

〒675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3 障害者ふれあいセンター1階
TEL079-492-8668 FAX079-492-9170 Eメール inami-shakyo@bb.banban.jp
（社協事務局 開館時間）月～土（日祝以外） 8：30～17：15

※社会福祉協議会は、
社会福祉法第109条に基づき、
すべての市町村に設置されている住民の立場から福祉を推進する団体です
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フリードリンク 円

こ ば と ま つ り

￥6,100

名（敬称略）

容

粗供養

いつもあたたかいご協力ありがとうございます

第17回

氏

内

月

【今後の日程】
９月８日（木）・10月20日（木）
予約要（先着４名）13：30～15：30

国岡自治会（ポンポン隊）
物品預託

額

￥5,000

分 障害者ふれあいセンター

●福祉委員研修事業
●ボランティア啓発事業

金

時

●心配ごと相談
●法律相談

名（敬称略）

時〜

研修、啓発

VOICE

氏
金銭寄附 匿名

■歳末助け合い募金 毎年

相談

善意銀行では、皆さま
の温かいお気持ちを金
銭や物品としてお預か
りしています。2,000円
以上の金銭寄附につ
いては、税控除の対象
となります。善意銀行
に託してみませんか？

（平成28年7月受付分）

月 日

６月にお願いさせていただきました福祉会費へのあたたかいご協力、
まことにありがとうございました。これらの会費は、町内での身近な福
祉に関する事業で使わせていただきます。

善意の預託ありがとうございました

原則毎月第２金曜日

総額4,239,800円

4

平成28年９月１日

毎年 月１日〜

平成28年度

VOICE

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

予約要（先着４名） ０７９ ー４９２ ー８６６８まで

分 予約不要 （第１木）総合福祉会館 （第３木）母里福祉会館 （第４木）障害者ふれあいセンター

時 分 障害者ふれあいセンター

福祉会費へのご協力
ありがとうございました

30

り

毎年６月 ■共同募金

社会福祉協議会の活動は、皆さまからのあたたかい善意に支えられています

ご報告

15

よ

■オープンかふぇ

9月

だ

ボランティアページ no.134

No.240

2016

協

随時 ■福祉会費

30

社

［第２４０号］

■善意銀行

ひとりぼっちをつくらない地域づくり

13

分〜

時

30

この広報紙は皆様からの赤い羽根共同募金配分金の一部でつくられています。 ［第２４０号］

時

分〜

14

平成28年９月１日

原則毎月第２木曜日

時

30

■法律相談

■心配ごと相談 原則毎月第１・３・４木曜日
13

1

100

社

［第２４０号］

ボランティアページ no.134
「おたがいさん」活動報告

地域生活支援事業

Ａ氏宅。高齢ご夫婦のお家のお風呂の天井掃除と電球交
換を行いました。１時間程度でサポーター２名がきれいに
掃除をしました。「長い間気になっていたけれど掃除をす
ることができなかった。掃除をしてもらって気持ちのいい
お風呂に入れました。」と喜んでいただきました。

VOICE

地 域生 活支 援事 業「おたがいさん」は、利用者と協力者
（サポーター）が一緒に行う活動で、
「誰かちょっと手伝っ
てくれたら何とかなる」を応援することで、住み慣れた地域
での暮らしを支える活動です。町内在住で何らかの支援を
必要とする方や、既存サービスや民間事業所の利用が難し
い方が利用できます。
（有料）
また、サポーターさんを募集しています。みなさんのご都合
に合わせて調整させていただきます。

●８月１日

NO.11
「ひなたんぼ小規模多機能ホーム」
TEL 079-492-8184 FAX 079-492-8192

「住み慣れたこの町、わが家で」自分らしく、家族とともに
「ひなたんぼ小規模多機能ホーム」は、
ご本人の願いをもとに安心して暮らせるお手伝いをさせていただきます。

組み合わせがいろいろ

「通い」「訪問」「泊まり」を組
み合わせて利用できます

さまざまな連携でサポート

▲みんなで育てた畑の野菜も使い、リビングとつな
がったキッチンで昼食を手づくりします。
職員も一緒にいただきます♪

かかりつけ医、訪問看護、福祉用具レンタル利
用等の連携で安心安全な暮らしを支えます

25名登録制（稲美町在住者対象）で、
１日のご利用は「通い」15名、「泊ま
り」5名の少人数なので、顔なじみの職
員とゆっくりと過ごしていただけます

９時〜 時

▲ご利用者様の過ごしてきた生活史をたどり、
したいことを楽しんでいただきます
（右）編み物をされる方も
（左）歌のボランティアさんと

【名前の由来】
稲美町の美しい田園風景の中に人が集い、
こころ豊かに、ほっこり笑顔になれるように。
「ひなた」と「たんぼ」を合わせて「ひなたんぼ」と名付けました。

ご見学お待ちしています

祝日除く

VOICE

参加者募集

ボランティアグループ

きっかけの輪づくり応援団

金のわらじ主催

男性32～42歳、女性年齢フリー

10 9

★スペシャル開催決定

同時募集中★

10月16日（日）男性43～53歳、女性年齢フリー

時間等詳細は、10月9日イベントと同様です。10/5（水）締切り

編集発行／問合･申込）社会福祉法人
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稲美町社会福祉協議会

〒675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3 障害者ふれあいセンター1階
TEL079-492-8668 FAX079-492-9170 Eメール inami-shakyo@bb.banban.jp
（社協事務局 開館時間）月～土（日祝以外） 8：30～17：15

※社会福祉協議会は、
社会福祉法第109条に基づき、
すべての市町村に設置されている住民の立場から福祉を推進する団体です

敬老の日

いくつになっても安心して暮らせる
地域づくりを考える機会に

「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し
長寿を祝う」という国民の祝日。兵庫県多可町が「老
人を大切にし年寄りの知恵を借りて村づくりを」と
1947年から９月15日を「としよりの日」と提唱し、敬
老会を開いたことが始まり。1950年からは兵庫県
全 体で行われるようになり、やが て全国に広がり
1966年から国民の祝日「敬老の日」となりました。
【もうちょっと豆知識】 ちなみに、9/15は「老人の日」・9/15
～21まで「老人週間」です。老人福祉法により、①国民の間に老
人の福祉への関心と理解を深める②老人が自らの生活の向上に
努める意欲を促す、という二つの目的のために設けられています。

職員募集

午後のみの方、夜勤専門の方大歓迎
【資
【時
【給

介護職員（パート）募集

格】介護職員初任者研修修了者（ヘルパー２級以上）
普通運転免許
間】①日勤 8：30～17：15（時間応相談）
②夜勤17：15～ ９：15
与】①時給900円

10
12

（試用期間３か月は時給850円）

②１回15,000円

（試用期間３か月は13,600円）
※①②とも別途処遇改善手当有り

【勤務地】ひなたんぼ小規模多機能ホーム
加古郡稲美町加古5141番地
【問合せ】下記、稲美町社会福祉協議会まで

編集発行／問合･申込）社会福祉法人

稲美町社会福祉協議会

〒675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古4369-3 障害者ふれあいセンター1階
TEL079-492-8668 FAX079-492-9170 Eメール inami-shakyo@bb.banban.jp
（社協事務局 開館時間）月～土（日祝以外） 8：30～17：15

※社会福祉協議会は、
社会福祉法第109条に基づき、
すべての市町村に設置されている住民の立場から福祉を推進する団体です
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障害者ふれあいセンター

締切り

９月第３月曜日は

17

時

9/28

ふ く し 豆 知 識

９

時〜

０７０ ー２２８９ ー３６２０まで）

今年最後のイベン
トになります。行楽
の楽しい季節に一
緒にお出かけでき
参加費）男性：2,500円（町内在住の方2,000円）
と き）
月 日（日）
るお相手を探しま
女性：1,000円
10：30～15：00（受付10：00）
せんか？
応募方法）①FAX・パソコンをお持ちの方
ところ）稲美町立加古福祉会館
稲美町社会福祉協議会にお電話または
（金のわらじ
（稲美町加古4369-3）
メールをして下さい。こちらより申込用紙
スタッフ）
※駐車場多数あり
をFAX又はメールで送付いたします。
内 容）軽食・ドリンク、アプローチカード、
②FAX・パソコンをお持ちでない方
稲美町社会福祉協議会 金のわらじ婚活イベ
トークタイム等
ント係まで返信用封筒を送付して下さい。
対象者）男性30～42歳の方、女性年齢フリー
（返信用封筒には、送付先住所と氏名をご記
未婚の方で、結婚をまじめに
入の上､82円切手を貼付して下さい）
考えておられる方
（水）
後日、申込用紙を郵送いたします。

12

０７９ ー４９２ ー８779まで）

▲毎年恒例の夏まつり（８月）

10

祝日除く

少人数でゆったり

● 9/ 9（金）大正琴かふぇ（演奏：和みの会）
●10/14（金）懐メロかふぇ（演奏：西川正人氏）
原則第２金曜日 10：00～11：30
障害者ふれあいセンター ２階
フリードリンク 100円（お茶菓子付）

在宅サービスセンターです

～在宅生活応援だより～

社協オープンかふぇ
◆と き
◇ところ
◆利用料

2

平成28年９月１日

時 障害者ふれあいセンター ■さくら草の会（介護者の会） 原則毎月第４金曜日

Ｂ氏通院同行。耳が聞こえにくい方で病院での案内を行いまし
た。病院ではお名前を呼ばれたときに伝えたり、薬局までの案内
をしたり、待ち時間はおしゃべりをして過ごします。「一人だと
不安なのでいつも助かっています。ありがとうございます。これ
▲天井もきれいになりました からもよろしくお願いします。」と言われていました。

皆さまからの福祉会費で実施する事業です

オープンかふぇで
は、楽器演奏や一
日 講 師 など 3 0 分
～1時間程度活動
して下さるボラン
ティアさんを募 集
しています。あなた
の得意なことを披
露してみませんか？

り

時〜 時

まずはお電話ください（月〜金

障害者ふれあいセンター

VOICE

よ

時〜

▲新しい電球に

だ

こんにちは

～おたがいさまのまちづくり～

●7月27日

協

■ほっとファミリー（認知症を学ぶ会） 原則毎月第４木曜日

［第２４０号］

相談随時 まずはお電話ください（月〜金

時

17

平成28年９月１日

■介護相談・認知症相談

原則毎月第２水曜日 時〜

12

■相談支援事業所（町内在住の障害をお持ちの方の自立支援について） 相談随時

■生きづらさを抱える成人をもつ親のつどい
10

3

