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社協だよりは、福祉推進委員、民生児童委員、自治会等の協力を得て配布しています。
赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

社協とは・・・？
社協（社会福祉協議会）とは社会福祉法第109条に定
められている「地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体」です。全国・都道府県・市町村に設置され、地
域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推
進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っ
ている非営利の社会福祉法人の民間組織です。
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おしゃべり
　Ｃａｆｅむつみ

新浜公園
　ラジオ体操会

①縦、横の列すべてに1～9の
数字がひとつずつ入ります。
②太線で囲まれた3×3のブロ
ック(全部で9つ)にも1～9の
数字が1つずつ入ります。

ア－イは、いくつでしょう？
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①答え　②住所　③氏名　④電話番号　⑤年齢
⑥紙面のご感想　をご記入の上、
〒659-0051  芦屋市呉川町14-9  芦屋市社協
「クイズ」係までご応募ください。（8月末日必着）　
【Eメール可　件名に「クイズ回答」と書いてください】
前号（4月号）クイズの正解は、【問1】1（4÷4）　【問2】①もと
より　②かまける　③ねぎらう　④すだく　⑤しつらえる でした。
多数ご応募いただきありがとうございました。
応募いただいた正解者の中から抽選で20名の方
に500円の図書カードをプレゼントいたします。当
選者の発表は、図書カードの発送をもって替えさせ
ていただきます。ご提供いただく個人情報は、プレ
ゼントの送付とそれに係る業務のみに利用します。

はがきに
（ 問1、問2 いずれでもかまいません ）

クイズ回答者紙面感想より
伊勢町の積極的な活動を知りました。
芦屋市にも様々なボランティアグループがあると知りました。

問　題

ルール

応募要領

問1 ナンプレ問1 ナンプレ

問2問2
問　題
社会科からの出題です。三権分立の仕組みにつ
いて、(    ) に当てはまる言葉を入れてください。

①国会…(　　)   ②(　　)…行政
③裁判所…(       )

社協会費へのご協力をお願いします

普通会員 芦屋市内にお住まいの方 1,000円
団体会員 芦屋市内の施設・団体及び事業所をお持ちの方 3,000円

賛助会員
 市外にお住まいの方 1,000円

 市外の施設、団体及び事業所をお持ちの方 3,000円

特別会員
 5口以上の会費を納められた方及び団体会員等で1万円

 以上納められた方 

種　　類 会費（1口）

●振込先口座名義
　社会福祉法人　芦屋市社会福祉協議会　会長　加納多惠子
　○ゆうちょ銀行　009 6 0　1　14 2 0 6 1
　☆社協の窓口でも随時お預かりさせていただきます。

●対　象：市内在住の60歳以上の方
●定　員：各15名
●時　間：10：30～
●場　所：保健福祉センター 1階
　　　　　高齢者交流室
●費　用：参加費100円＋材料費
●申込み：TEL：0797－32－7525
　（9：00 ～ 17：30）もしくは2階
　ボランティア活動センターにて
　受付（先着順）

申込み開始実施日 プログラム
マクラメ編み～赤ちゃん人形～ 7月1日（金）7月 8 日（金）
桔梗の茶托 7月1日（金）7月22日（金）
布ポーチ 9月1日（木）9月 9 日（金）
マクラメ編み～プチリースのブローチ～ 9月1日（木）9月16日（金）
知ってみよう！終活　～成年後見と遺言書～ 9月1日（木）9月23日（金）

ワンコインサロンワンコインサロン

※1　日程は前月に決まる予定です。詳しくは下記までお問い合わせください。

●対　象：60歳以上
●費　用：内容によっては材料費等実費が必要な場合があります。
●申込み：不要（場所により人数制限があります）
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会　TEL：0797-32-7530

各地区で自宅において生活する60歳以上の方を対象に、趣味活動、健康づくり、文化
活動を通じて外出する機会を増やすことを目的に実施しています。

精　道

地　区 プログラム 実施日 場　所
カラオケ
体操

9月13日（火） 13：30～ 15：30 福祉センター 2階
団体会議室2

山　手

朝日ケ丘

歌で楽しむ
7月21日（木）、8月18日（木）、
9月15日（木） 10：00～ 12：00

7月12日（火） 13：30～ 15：30

大原集会所1階

朝日ケ丘集会所ステンシル

三　条 三条集会所
さわやか体操

打出浜

潮　見

三条歌う会エゴラド
7月23日（土）、8月27日（土）、
9月24日（土） 10：00～ 11：30

打出集会所

春日集会所

春日集会所

手芸・小物作り 9月14日（水） 13：30～
フラダンス 7月13日（水） 13：30～

ハワイアン 7月22日（金） 10：00～
絵手紙 9月23日（金）  10：00～
歌おう会 9月5日（月）

浜　風

笑いヨガ 10月18日（火） 13：30～ 15：30 潮見ゆうゆう倶楽部（潮見小学校2階）
笑いヨガ 7月15日（金）  14：00～ 15：30
フラワーアレンジメント 10月　※1

高浜町第3集会所

陽光町市営集会所

浜芦屋 管理センター 大会議室盆おどり 7月15日（金） 13：30～
手芸 10月21日（金） 13：30～

9月1日（木） 13：30～
7月18日（月）、7月22日（金）、
8月1日（月）、8月8日（月）、
8月22日（月）、8月26日（金）
9月5日（月）、9月12日（月）、
9月19日（月）、9月23日（金）
 13：30～ 15：00

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）

●対　象：市内在住の70歳以上の方
●定　員：各40名（内　初参加の方5名までを優先受付）
●時　間：12：00～　　●費　用：500円
●場　所：保健福祉センター 3階　調理室
●キャンセル：開催日の前日からキャンセル料
　（500円）の支払いが発生します。
●申込み：TEL：0797－32－7525（9：00～ 17：30）
　もしくは2階ボランティア活動センターにて受付（先着順）

実施日 申込み開始
9月1日（木）
10月3日（月）

9月29日（木）
10月13日（木）

芦屋いずみ会会食ボランティアによる
高齢者会食会を開催しています。

高齢者会食会

　ラ・ヴェールⅢは新浜町にあるマンションで3棟190戸からなります。入居が始まって18年に
なりますが、まだ自治会はありません。
　マンション生活は壁1枚、ドア ツー ドアに住みながら人的交流は極めて希薄で、最近は特に
プライバシー云々で「マンション砂漠化現象」が加速し、孤独死などの問題につながっています。
各地の自治会などでは共助活動として“安心見守り隊”の編成や、個人的には通信事業会社などが
開発した監視システムへの加入が増えています。
　私たちのマンションでもシニアを対象とした共助活動を始めようとして、アンケートを実施し
たところ「先々では必要になると思うが、現時点ではその必要がない」という結果でした。これ

を受けて共助より懇親・親睦に力点を置いた活動に取り組むことにし、25年1月に男性会員19名、女性会員8名で“シニア共助会”
をスタートしました。
　昨年7月には、近隣の方にも参加を呼びかけ、健康づくり！仲間づくり！をモットーに“新浜公園ラジオ体操会”を立ち上げ。
年中無休、毎朝6時30分、元気な仲間が新浜公園に集まっています。
　今年の1月に、シニアに限定した活動から誰でも気軽に参加してもらえるようにとの思いで、
会名を「シニア共助会」から「むつみ会」に改名し、 “おしゃべりCafeむつみ”を始めました。
　Cafeは毎月第3日曜に集会所で開催しています。コーヒー通2名の
スタッフがボランティアでお世話しています。参加費は200円です。
Cafeの目玉はイタリアの業界№1コーヒーのフリードリンクです。
毎回たくさんの方に参加して頂けるよう特別なイベントを工夫し実
施しています。参加者も20人くらいに増えて賑やかになりました。
また、隣の和室では囲碁の会を同時に開催するようにしています。
　おしゃべりCafeでの交流が趣味の会などに発展して懇親の輪が広
がって行くようにしたいと思っています。

ラ・ヴェールⅢ むつみ会ラ・ヴェールⅢ むつみ会 世話人代表　吉岡　幹雄世話人代表　吉岡　幹雄

　4月27日（水）に、芦屋市内3駅で街頭募金を実施し、159,390円の募金が集まりました。ご協力あり
がとうございました。
　芦屋市福祉保健センターでは引き続き6月30日まで募金箱を設置し、義援金の受付けを行っております。

熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました

社協事業を支えてくださる方を募集しています。
　芦屋市社会福祉協議会は、たくさんの市民の方や事
業所、団体等の皆さまからの温かいご支援とご協力に
より事業展開しています。皆さまからの会費は芦屋市
の地域福祉活動の充実に向けた貴重な財源として広く
活用されています。
　経済状況も大変厳しい中、何かと出費ご多端とは存
じますが、平成28年度の当社協の会員加入にご協力の
程、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、ご加
入時のお申し出により社協だよりにお名前を随時掲載
させていただきます。

〔広告〕

住所：芦屋市楠町16－9
電話：050－3566－1463

ＵＲＬ：http://www.eonet.ne.jp/̃kouyuu-akanuma/
国道2号線春日町信号をJR側へ  

相続手続等のご相談は、まずは、お電話から！
特定行政書士がお答えします。

●日　時：7月25日（月）
　　　　　　午前の部10：30～　午後の部13：00～
●場　所：芦屋ルナ・ホール　
　　　　　　※入場整理券（協力費300円）が必要です。
●上　映：シンドバッド～空飛ぶ姫と魔法の島～ /スノーマン
●主　催：福祉映画上映実行委員会
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
　　　　　　　　TEL：0797－32－7530

第25回福祉映画会のお知らせ第25回福祉映画会のお知らせ
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ボランティア活動センターコーナーボランティア活動センターコーナー

高齢者施設を訪問し、“なつかしのメロディ”を歌
ったり、心のケアに重点を置き、短歌の講師。

大震災等により被災された方々への支援活動や芦
屋市内各種福祉施設での各種行事の運営協力。

老人福祉施設や保育園などに出向き、マジックを
行う。

貸し出し用の布おもちゃなどを手作りし、子育て
支援活動。

聴覚障がい者への理解を深めるため歌曲を手話で表現す
る事を通じ、手話表現の向上及び手話の普及啓発を行う。

おもちゃ遊びを通して、親子が触れ合える場所の
提供とおもちゃの貸し出し。

様々なイベント企画、ボランティア活動、並びにネ
ットワーク作りに取り組むことを目的とした活動。

・過ちに陥った人たちの更生の為の支援。
・矯正施設･更生保護施設の訪問･見学･研修。
・子育て支援として市立幼稚園･保育所で子ども参加
のお茶会を通じ礼儀作法･命の大切さを伝える。

・外国人に日本語や日本文化等の学習支援
・日本文化・外国人母国文化の交流紹介
・日曜日は大人と小学生、火・木曜日は中高生が主

生涯学習ボランティア講座の修学効果を高めるた
め、自主学習の研鑽に努め、地域社会において福祉・
教育等、各分野に関連するボランティア活動。
震災を忘れないで防災意識を高めるために写真展やコン
サートを開催。また、高齢者の方々に、楽しみや笑顔が
広がるように、お話をしながら簡単な小物作りを実施。

緩和ケア病棟での患者への寄り添い、図書・縫製・
車椅子修理活動・ガーデニング等それぞれの活動。

研

　修

説
明
会

　平成27年度は、4月から始まった生活困窮者自立支援制度の自立相
談支援事業を受託し、芦屋市社会福祉協議会「第6次地域福祉推進計
画」（計画期間平成24年度～平成28年度までの5カ年）の基本目標「だ
れもがその人らしく住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと安心
して暮らせるまちをめざす」を達成するため、相談機能の充実を図
りました。また、地区福祉委員会を中心とした小地域福祉活動、地
域福祉のネットワークづくり、ボランティア活動の支援、権利擁護
支援事業の充実を図るため法人後見受任体制づくりなどに取り組み
ました。
　以下主な事業を報告します。

〇地域発信型ネットワーク活動　地域での会議　全19回
小学校区域、中学校区域、全市域における各会議において、住民、
専門職、行政が協働して課題解決に取り組むネットワーク
〇地区福祉委員会活動
・民生児童委員、福祉推進委員による見まもり、訪問、地区委員会
だよりの発行
・高齢者のつどい開催　各町・各地区で96回開催
・地区生きがいデイサービス実施　参加者延べ2,134人
〇救急医療情報キットの配布
救急医療情報キットの配布を通して、地域における見まもり活動を推進
〇安心生活創造事業（安心生活見まもり事業）
・打出商店街内の交流拠点「まごのて～打出いこいの場」の運営
　見まもり協力員による話し相手、イベントの開催
・福祉なんでも相談の実施　29回実施　相談件数17件
・協力事業者による地域見まもりネットワーク事業
　登録事業者132事業所
〇ストップ・ザ・無縁社会　全県キャンペーンの取り組み
兵庫県社会福祉協議会が、中心となって進めている「ストップ・ザ・無
縁社会全県キャンペーン」の協賛イベントとして啓発フォーラムを開催

〇ボランティア活動センターへの登録
・ボランティアコーディネート（ボランティア依頼への派遣調整）
〇ボランティア養成講座・体験教室
・4講座（点字、聞こえの啓発講座、要約筆記、手話基礎）
〇ボランティアグループ等への活動助成
〇ボランティア・市民活動災害共済受付
〇児童・生徒等のボランティア活動助成
ボランティアへの取り組みを行った7校へ助成、資
機材貸出、ボランティア講師の紹介
〇認知症サポーター養成講座開催
・基礎編　開催回数32回　
・ステップアップ編（基礎編受講者等を対象の講座）
　開催回数3回
　

〇総合相談窓口
「生活困窮者自立支援制度」の自立相談支援事業を
受託し、これまでの総合相談窓口の機能を活用し
て生活困窮者に対して広く相談を受け付けるとと
もに、継続的かつ伴走的な支援を実施
〇障がい者相談支援事業
相談件数　延べ1,098件
〇指定特定障がい者相談支援事業
障害福祉サービスの利用者を対象に、サービス等
利用計画及び継続サービス利用支援計画の作成
〇心配ごと相談（民生児童委員による身近な福祉相談）
〇コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動支援業務及び、地域での相談対応
〇福祉を高める運動の推進
　（民生児童委員による見まもり、訪問・援助）
対象世帯　509世帯（経済的問題を抱える15世帯
に援助金支出）

〇地域子ども会活動助成の実施
〇福祉サービス利用援助事業
・相談件数　1,712件　専門員による訪問調査106回
　契約件数　40件
〇財産保全サービス事業
〇権利擁護支援センター事業
権利擁護に関する相談窓口、虐待、消費者被害、財産・金銭管理、
成年後見制度の利用等の相談を実施した。
・権利擁護専門相談　延べ2,272件
・権利擁護専門支援事業　虐待通報件数76件
〇フードバンク活動との連携

〇障がい児日中一時支援事業
〇ファミリー・サポート・センター事業［会員制によるこどもを預かる事業（有料）］
〇ワンコインサロン
高齢者交流室における交流事業　20回開催
〇高齢者会食懇談会
10回開催
〇しょうがい者とのスポーツ交流ひろば
12回開催
〇生活福祉資金貸付事業（県社協）
学費や障がい者の自動車購入費等資金の貸付　相談246件　貸付14件
失業による休職中の生活費の貸付　相談15件　貸付1件
〇生活福祉資金貸付事業（芦屋市社協）　貸付1件
〇保健福祉センター受付、総合案内業務
貸室の申込受付等、芦屋市保健福祉センターの総合案内及び受付業務

〇会員制度の推進
社協活動への個人・団体からの会員加入による支援
会員数　545（普通415　団体88　賛助12　特別会員32）
会費総額　1,093,000円
〇歳末たすけあい運動
共同募金委員会に寄せられた募金を福祉・経済的支援や世帯等に
配分（1,130,200円）
〇社協だよりの発行
社協活動への理解を広めるため、地区福祉委員会、自治会等の協力
を得てポスティングにより年4回発行
〇第7次地域福祉推進協議会策定委員会開催
次期計画策定のため策定委員会を開催

普通会員 71名（金額78,000円）
期間中に加入した人数（71名）
樋口　和子
山田　　實
片倉　照子
新宮　節子
千葉　孝子
田中　柳子

団体会員 12団体（金額47,000円）
期間中に加入した団体（12団体）
手話サークルアミ芦屋
芦屋囲碁愛好会
芦屋市原爆被害者の会
業平町自治会
三条町自治会

堀　　信子
堀　　晃二
芦屋市いずみ会役員一同
杉田　倶子
佐和田　勇　他

打出小槌町自治会
船戸町自治会
手話サークルクレッシェンド
芦屋市いずみ会
芦屋市身体障害者福祉協議会　他

賛助会員 3名（金額3,000円）
期間中に加入した人数（3名）

特別会員 7名（金額50,000円）
期間中に加入した人数（7名）
里村　喜好
芦屋市白菊会
芦屋市手をつなぐ育成会

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成28年5月31日現在の会員数 93名　金額 178,000円（敬称略)
平成28年4月1日～平成28年5月31日の加入者・団体（掲載希望者のみ）

●日　時：7月27日（水）10：00～13：00
●場　所：保健福祉センター　3階　調理室
●対　象：ファミサポ会員、ファミサポの活動に関心のある方
●講　師：朝日ケ丘コミスク文化部
●参加費：400円　　●定　員：30名
●持ち物：エプロン、三角巾、手拭タオル、お茶
●申込み：7月1日（金）から受付
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●日　時：7月23日（土）10：00～ 17：00
●会　場：はなみずき芦屋（保健福祉センター・木口記念会館・あしや温泉）
●内　容：「エントランスコンサート」「地域福祉に関する講演会」
「健康・福祉・相談コーナー」
　社協では、「ご家庭で余った食品（米・乾物等）の募集」「権利
擁護なんでも相談（要予約）」「しょうがい者とのスポーツ交流」
「ボランティア連絡会活動展」「ボランティア体験」「ファミサ
ポ会員登録」「手づくり工作コーナー」を実施します。
●お問い合わせ：保健福祉センター　TEL：0797－31－0612

芦屋市ファミリー・サポート・センター

●申込み・お問い合わせ：芦屋市ファミリー・サポート・センター
　TEL：0797－25－0521　詳細はホームページをご覧ください

権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ
権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ
権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ

●内　容：権利擁護支援の基本から成年後見など具体的な実務まで
●場　所：保健福祉センター　　●受講料：無料
●期　間：9月～翌年2月の土曜日＜全11回＞
●対　象：原則として、市内在住・在勤の方

●日　時：8月20日（土）10：30～ 1時間程度
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
●お問い合わせ：権利擁護支援センター　TEL：0797-31-0682

判断能力が不十分な状態にある高齢者や障がいのある方を地域
で支える、「権利擁護支援の担い手」を養成するための研修です。
判断能力が不十分な状態にある高齢者や障がいのある方を地域
で支える、「権利擁護支援の担い手」を養成するための研修です。

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました
（敬称略）

手打ちうどん をつくろう！ 手打ちうどん をつくろう！ 地区別
交流会

3/31 10,000円 潮見南ボランティアニットカフェ
4/4 10,000円 C・D芦屋福祉サークル
5/16 15,000円 伊勢町高年クラブ
5/27 5,000円 岩本　康雄

　認知症サポーターとは、認知症の人や家族
を見まもる「応援者」です。認知症の正しい
理解のもと、日常生活の中で、認知症の方へ
の見まもりの輪を広げています。
　あなたも認知症についての正しい理解を深
め、認知症サポーターになりませんか？

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

あ し や 保 健 福 祉 フ ェ ア

ふれあいの会

あしや宙の会

ともしび
マジックサークル

あしや
おもちゃ工場

手話歌グループ
あしや

芦屋おもちゃ図書館
グーチョキパー

I LOVE
       ASHIYA

芦屋地区
更生保護女性会

こくさいひろば
芦屋

芦屋いきいき
学ぶ会

ボランティア
「とまと」

市立芦屋病院
ボランティア

●日　時：7月20日（水）13：30～ 15：00
●場　所：保健福祉センター 1階高齢者交流室
●定　員：15名
●申込み・お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
　TEL：0797－32－7525　9：00～17：30（土日祝除く）
　〇認知症サポーター養成講座は出前講座も受付けます。

多くの人がボランティア活動につながるための
「しかけ」づくりをします
多くの人がボランティア活動につながるための
「しかけ」づくりをします重点目標 2重点目標 2

地域での支えあいにつなげるためにサービスを
実施します
地域での支えあいにつなげるためにサービスを
実施します重点目標 4重点目標 4

だれもが安心して暮らせる地域づくりをめざしますだれもが安心して暮らせる地域づくりをめざします重点目標 1重点目標 1

弱い立場に置かれている方を支える
取り組みを進めます
弱い立場に置かれている方を支える
取り組みを進めます重点目標 3重点目標 3

平成27年度芦屋市社協　事業報告平成27年度芦屋市社協　事業報告

勘　定　科　目 法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業
サービス区分

障害者福祉事業 合　　　計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
障害者福祉サービス等収入
受取利息配当金収入
その他の収入
　　合　　　計

勘　定　科　目 法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業
サービス区分

障害者福祉事業 合　　　計

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
　　合　　　計

 400,000 363,000  330,000 1,093,000
 327,073 68,602 0 0 395,675
 40,891,608 14,092,000 9,297,606 0 64,281,214
 0 51,573,853 0 0 51,573,853
 0 100,000 0 0 100,000
 16,740 635,790 0 0 652,530
 224,414 0 0 0 224,414
 0 0 0 22,423,750 22,423,750
 931,724 122,669 0 147,794 1,202,187
 602,910 20,000 0 655,700 1,278,610
 43,394,469 66,975,914 9,297,606 23,557,244 143,225,233

 37,855,811 52,626,864 0 12,361,211 102,843,886
 0 11,009,615 4,369,677 3,044,081 18,423,373
 1,499,680 238,255 0 29,064 1,766,999
 0 3,000 0 0 3,000
 0 0 389,960 0 389,960
 51,900 0 0 0 51,900
 50,000 48,697 4,497,969 0 4,596,666
 534,600 54,000 40,000 0 628,600
 2,052,041 785,040 0 403,490 3,240,571
 42,044,032 64,765,471 9,297,606 15,837,846 131,944,955

◇
収
入
の
部

◇
支
出
の
部

決
算
収
支
の
内
訳

（
単
位

　円
）

社会福祉協議会の基盤を強化します社会福祉協議会の基盤を強化します重点目標 5重点目標 5
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ボランティア活動センターコーナーボランティア活動センターコーナー

高齢者施設を訪問し、“なつかしのメロディ”を歌
ったり、心のケアに重点を置き、短歌の講師。

大震災等により被災された方々への支援活動や芦
屋市内各種福祉施設での各種行事の運営協力。

老人福祉施設や保育園などに出向き、マジックを
行う。

貸し出し用の布おもちゃなどを手作りし、子育て
支援活動。

聴覚障がい者への理解を深めるため歌曲を手話で表現す
る事を通じ、手話表現の向上及び手話の普及啓発を行う。

おもちゃ遊びを通して、親子が触れ合える場所の
提供とおもちゃの貸し出し。

様々なイベント企画、ボランティア活動、並びにネ
ットワーク作りに取り組むことを目的とした活動。

・過ちに陥った人たちの更生の為の支援。
・矯正施設･更生保護施設の訪問･見学･研修。
・子育て支援として市立幼稚園･保育所で子ども参加
のお茶会を通じ礼儀作法･命の大切さを伝える。

・外国人に日本語や日本文化等の学習支援
・日本文化・外国人母国文化の交流紹介
・日曜日は大人と小学生、火・木曜日は中高生が主

生涯学習ボランティア講座の修学効果を高めるた
め、自主学習の研鑽に努め、地域社会において福祉・
教育等、各分野に関連するボランティア活動。
震災を忘れないで防災意識を高めるために写真展やコン
サートを開催。また、高齢者の方々に、楽しみや笑顔が
広がるように、お話をしながら簡単な小物作りを実施。

緩和ケア病棟での患者への寄り添い、図書・縫製・
車椅子修理活動・ガーデニング等それぞれの活動。

研

　修

説
明
会

　平成27年度は、4月から始まった生活困窮者自立支援制度の自立相
談支援事業を受託し、芦屋市社会福祉協議会「第6次地域福祉推進計
画」（計画期間平成24年度～平成28年度までの5カ年）の基本目標「だ
れもがその人らしく住み慣れた地域で、いつまでもいきいきと安心
して暮らせるまちをめざす」を達成するため、相談機能の充実を図
りました。また、地区福祉委員会を中心とした小地域福祉活動、地
域福祉のネットワークづくり、ボランティア活動の支援、権利擁護
支援事業の充実を図るため法人後見受任体制づくりなどに取り組み
ました。
　以下主な事業を報告します。

〇地域発信型ネットワーク活動　地域での会議　全19回
小学校区域、中学校区域、全市域における各会議において、住民、
専門職、行政が協働して課題解決に取り組むネットワーク
〇地区福祉委員会活動
・民生児童委員、福祉推進委員による見まもり、訪問、地区委員会
だよりの発行
・高齢者のつどい開催　各町・各地区で96回開催
・地区生きがいデイサービス実施　参加者延べ2,134人
〇救急医療情報キットの配布
救急医療情報キットの配布を通して、地域における見まもり活動を推進
〇安心生活創造事業（安心生活見まもり事業）
・打出商店街内の交流拠点「まごのて～打出いこいの場」の運営
　見まもり協力員による話し相手、イベントの開催
・福祉なんでも相談の実施　29回実施　相談件数17件
・協力事業者による地域見まもりネットワーク事業
　登録事業者132事業所
〇ストップ・ザ・無縁社会　全県キャンペーンの取り組み
兵庫県社会福祉協議会が、中心となって進めている「ストップ・ザ・無
縁社会全県キャンペーン」の協賛イベントとして啓発フォーラムを開催

〇ボランティア活動センターへの登録
・ボランティアコーディネート（ボランティア依頼への派遣調整）
〇ボランティア養成講座・体験教室
・4講座（点字、聞こえの啓発講座、要約筆記、手話基礎）
〇ボランティアグループ等への活動助成
〇ボランティア・市民活動災害共済受付
〇児童・生徒等のボランティア活動助成
ボランティアへの取り組みを行った7校へ助成、資
機材貸出、ボランティア講師の紹介
〇認知症サポーター養成講座開催
・基礎編　開催回数32回　
・ステップアップ編（基礎編受講者等を対象の講座）
　開催回数3回
　

〇総合相談窓口
「生活困窮者自立支援制度」の自立相談支援事業を
受託し、これまでの総合相談窓口の機能を活用し
て生活困窮者に対して広く相談を受け付けるとと
もに、継続的かつ伴走的な支援を実施
〇障がい者相談支援事業
相談件数　延べ1,098件
〇指定特定障がい者相談支援事業
障害福祉サービスの利用者を対象に、サービス等
利用計画及び継続サービス利用支援計画の作成
〇心配ごと相談（民生児童委員による身近な福祉相談）
〇コミュニティソーシャルワーク推進事業
地域福祉活動支援業務及び、地域での相談対応
〇福祉を高める運動の推進
　（民生児童委員による見まもり、訪問・援助）
対象世帯　509世帯（経済的問題を抱える15世帯
に援助金支出）

〇地域子ども会活動助成の実施
〇福祉サービス利用援助事業
・相談件数　1,712件　専門員による訪問調査106回
　契約件数　40件
〇財産保全サービス事業
〇権利擁護支援センター事業
権利擁護に関する相談窓口、虐待、消費者被害、財産・金銭管理、
成年後見制度の利用等の相談を実施した。
・権利擁護専門相談　延べ2,272件
・権利擁護専門支援事業　虐待通報件数76件
〇フードバンク活動との連携

〇障がい児日中一時支援事業
〇ファミリー・サポート・センター事業［会員制によるこどもを預かる事業（有料）］
〇ワンコインサロン
高齢者交流室における交流事業　20回開催
〇高齢者会食懇談会
10回開催
〇しょうがい者とのスポーツ交流ひろば
12回開催
〇生活福祉資金貸付事業（県社協）
学費や障がい者の自動車購入費等資金の貸付　相談246件　貸付14件
失業による休職中の生活費の貸付　相談15件　貸付1件
〇生活福祉資金貸付事業（芦屋市社協）　貸付1件
〇保健福祉センター受付、総合案内業務
貸室の申込受付等、芦屋市保健福祉センターの総合案内及び受付業務

〇会員制度の推進
社協活動への個人・団体からの会員加入による支援
会員数　545（普通415　団体88　賛助12　特別会員32）
会費総額　1,093,000円
〇歳末たすけあい運動
共同募金委員会に寄せられた募金を福祉・経済的支援や世帯等に
配分（1,130,200円）
〇社協だよりの発行
社協活動への理解を広めるため、地区福祉委員会、自治会等の協力
を得てポスティングにより年4回発行
〇第7次地域福祉推進協議会策定委員会開催
次期計画策定のため策定委員会を開催

普通会員 71名（金額78,000円）
期間中に加入した人数（71名）
樋口　和子
山田　　實
片倉　照子
新宮　節子
千葉　孝子
田中　柳子

団体会員 12団体（金額47,000円）
期間中に加入した団体（12団体）
手話サークルアミ芦屋
芦屋囲碁愛好会
芦屋市原爆被害者の会
業平町自治会
三条町自治会

堀　　信子
堀　　晃二
芦屋市いずみ会役員一同
杉田　倶子
佐和田　勇　他

打出小槌町自治会
船戸町自治会
手話サークルクレッシェンド
芦屋市いずみ会
芦屋市身体障害者福祉協議会　他

賛助会員 3名（金額3,000円）
期間中に加入した人数（3名）

特別会員 7名（金額50,000円）
期間中に加入した人数（7名）
里村　喜好
芦屋市白菊会
芦屋市手をつなぐ育成会

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成28年5月31日現在の会員数 93名　金額 178,000円（敬称略)
平成28年4月1日～平成28年5月31日の加入者・団体（掲載希望者のみ）

●日　時：7月27日（水）10：00～13：00
●場　所：保健福祉センター　3階　調理室
●対　象：ファミサポ会員、ファミサポの活動に関心のある方
●講　師：朝日ケ丘コミスク文化部
●参加費：400円　　●定　員：30名
●持ち物：エプロン、三角巾、手拭タオル、お茶
●申込み：7月1日（金）から受付

ボランティア活動センター 登録グループ一覧　ボランティア活動センター 登録グループ一覧　 Vol.2

●日　時：7月23日（土）10：00～ 17：00
●会　場：はなみずき芦屋（保健福祉センター・木口記念会館・あしや温泉）
●内　容：「エントランスコンサート」「地域福祉に関する講演会」
「健康・福祉・相談コーナー」
　社協では、「ご家庭で余った食品（米・乾物等）の募集」「権利
擁護なんでも相談（要予約）」「しょうがい者とのスポーツ交流」
「ボランティア連絡会活動展」「ボランティア体験」「ファミサ
ポ会員登録」「手づくり工作コーナー」を実施します。
●お問い合わせ：保健福祉センター　TEL：0797－31－0612

芦屋市ファミリー・サポート・センター

●申込み・お問い合わせ：芦屋市ファミリー・サポート・センター
　TEL：0797－25－0521　詳細はホームページをご覧ください

権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ
権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ
権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ権利擁護支援者養成研修・説明会のお知らせ

●内　容：権利擁護支援の基本から成年後見など具体的な実務まで
●場　所：保健福祉センター　　●受講料：無料
●期　間：9月～翌年2月の土曜日＜全11回＞
●対　象：原則として、市内在住・在勤の方

●日　時：8月20日（土）10：30～ 1時間程度
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
●お問い合わせ：権利擁護支援センター　TEL：0797-31-0682

判断能力が不十分な状態にある高齢者や障がいのある方を地域
で支える、「権利擁護支援の担い手」を養成するための研修です。
判断能力が不十分な状態にある高齢者や障がいのある方を地域
で支える、「権利擁護支援の担い手」を養成するための研修です。

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました
（敬称略）

手打ちうどん をつくろう！ 手打ちうどん をつくろう！ 地区別
交流会

3/31 10,000円 潮見南ボランティアニットカフェ
4/4 10,000円 C・D芦屋福祉サークル
5/16 15,000円 伊勢町高年クラブ
5/27 5,000円 岩本　康雄

　認知症サポーターとは、認知症の人や家族
を見まもる「応援者」です。認知症の正しい
理解のもと、日常生活の中で、認知症の方へ
の見まもりの輪を広げています。
　あなたも認知症についての正しい理解を深
め、認知症サポーターになりませんか？

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

あ し や 保 健 福 祉 フ ェ ア

ふれあいの会

あしや宙の会

ともしび
マジックサークル

あしや
おもちゃ工場

手話歌グループ
あしや

芦屋おもちゃ図書館
グーチョキパー

I LOVE
       ASHIYA

芦屋地区
更生保護女性会

こくさいひろば
芦屋

芦屋いきいき
学ぶ会

ボランティア
「とまと」

市立芦屋病院
ボランティア

●日　時：7月20日（水）13：30～ 15：00
●場　所：保健福祉センター 1階高齢者交流室
●定　員：15名
●申込み・お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
　TEL：0797－32－7525　9：00～17：30（土日祝除く）
　〇認知症サポーター養成講座は出前講座も受付けます。

多くの人がボランティア活動につながるための
「しかけ」づくりをします
多くの人がボランティア活動につながるための
「しかけ」づくりをします重点目標 2重点目標 2

地域での支えあいにつなげるためにサービスを
実施します
地域での支えあいにつなげるためにサービスを
実施します重点目標 4重点目標 4

だれもが安心して暮らせる地域づくりをめざしますだれもが安心して暮らせる地域づくりをめざします重点目標 1重点目標 1

弱い立場に置かれている方を支える
取り組みを進めます
弱い立場に置かれている方を支える
取り組みを進めます重点目標 3重点目標 3

平成27年度芦屋市社協　事業報告平成27年度芦屋市社協　事業報告

勘　定　科　目 法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業
サービス区分

障害者福祉事業 合　　　計

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
貸付事業収入
事業収入
負担金収入
障害者福祉サービス等収入
受取利息配当金収入
その他の収入
　　合　　　計

勘　定　科　目 法人運営事業 地域在宅福祉事業 共同募金配分金事業
サービス区分

障害者福祉事業 合　　　計

人件費支出
事業費支出
事務費支出
貸付事業支出
共同募金配分金事業費
分担金支出
助成金支出
負担金支出
その他の支出
　　合　　　計

 400,000 363,000  330,000 1,093,000
 327,073 68,602 0 0 395,675
 40,891,608 14,092,000 9,297,606 0 64,281,214
 0 51,573,853 0 0 51,573,853
 0 100,000 0 0 100,000
 16,740 635,790 0 0 652,530
 224,414 0 0 0 224,414
 0 0 0 22,423,750 22,423,750
 931,724 122,669 0 147,794 1,202,187
 602,910 20,000 0 655,700 1,278,610
 43,394,469 66,975,914 9,297,606 23,557,244 143,225,233

 37,855,811 52,626,864 0 12,361,211 102,843,886
 0 11,009,615 4,369,677 3,044,081 18,423,373
 1,499,680 238,255 0 29,064 1,766,999
 0 3,000 0 0 3,000
 0 0 389,960 0 389,960
 51,900 0 0 0 51,900
 50,000 48,697 4,497,969 0 4,596,666
 534,600 54,000 40,000 0 628,600
 2,052,041 785,040 0 403,490 3,240,571
 42,044,032 64,765,471 9,297,606 15,837,846 131,944,955
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社会福祉協議会の基盤を強化します社会福祉協議会の基盤を強化します重点目標 5重点目標 5
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次号は2016年10月発行予定です。

（4） （1）

社協だよりは、福祉推進委員、民生児童委員、自治会等の協力を得て配布しています。
赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

社協とは・・・？
社協（社会福祉協議会）とは社会福祉法第109条に定
められている「地域福祉の推進を図ることを目的とす
る団体」です。全国・都道府県・市町村に設置され、地
域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推
進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っ
ている非営利の社会福祉法人の民間組織です。

発　行

社会福祉法人　芦屋市社会福祉協議会
〒659-0051  芦屋市呉川町14-9

TEL0797（32）7530　 FAX0797（32）7529
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社会福祉法人　芦屋市社会福祉協議会
〒659-0051  芦屋市呉川町14-9

TEL0797（32）7530　 FAX0797（32）7529

コウユウ行政書士事務所

おしゃべり
　Ｃａｆｅむつみ

新浜公園
　ラジオ体操会

①縦、横の列すべてに1～9の
数字がひとつずつ入ります。
②太線で囲まれた3×3のブロ
ック(全部で9つ)にも1～9の
数字が1つずつ入ります。

ア－イは、いくつでしょう？
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①答え　②住所　③氏名　④電話番号　⑤年齢
⑥紙面のご感想　をご記入の上、
〒659-0051  芦屋市呉川町14-9  芦屋市社協
「クイズ」係までご応募ください。（8月末日必着）　
【Eメール可　件名に「クイズ回答」と書いてください】
前号（4月号）クイズの正解は、【問1】1（4÷4）　【問2】①もと
より　②かまける　③ねぎらう　④すだく　⑤しつらえる でした。
多数ご応募いただきありがとうございました。
応募いただいた正解者の中から抽選で20名の方
に500円の図書カードをプレゼントいたします。当
選者の発表は、図書カードの発送をもって替えさせ
ていただきます。ご提供いただく個人情報は、プレ
ゼントの送付とそれに係る業務のみに利用します。

はがきに
（ 問1、問2 いずれでもかまいません ）

クイズ回答者紙面感想より
伊勢町の積極的な活動を知りました。
芦屋市にも様々なボランティアグループがあると知りました。

問　題

ルール

応募要領

問1 ナンプレ問1 ナンプレ

問2問2
問　題
社会科からの出題です。三権分立の仕組みにつ
いて、(    ) に当てはまる言葉を入れてください。

①国会…(　　)   ②(　　)…行政
③裁判所…(       )

社協会費へのご協力をお願いします

普通会員 芦屋市内にお住まいの方 1,000円
団体会員 芦屋市内の施設・団体及び事業所をお持ちの方 3,000円

賛助会員
 市外にお住まいの方 1,000円

 市外の施設、団体及び事業所をお持ちの方 3,000円

特別会員
 5口以上の会費を納められた方及び団体会員等で1万円

 以上納められた方 

種　　類 会費（1口）

●振込先口座名義
　社会福祉法人　芦屋市社会福祉協議会　会長　加納多惠子
　○ゆうちょ銀行　009 6 0　1　14 2 0 6 1
　☆社協の窓口でも随時お預かりさせていただきます。

●対　象：市内在住の60歳以上の方
●定　員：各15名
●時　間：10：30～
●場　所：保健福祉センター 1階
　　　　　高齢者交流室
●費　用：参加費100円＋材料費
●申込み：TEL：0797－32－7525
　（9：00 ～ 17：30）もしくは2階
　ボランティア活動センターにて
　受付（先着順）

申込み開始実施日 プログラム
マクラメ編み～赤ちゃん人形～ 7月1日（金）7月 8 日（金）
桔梗の茶托 7月1日（金）7月22日（金）
布ポーチ 9月1日（木）9月 9 日（金）
マクラメ編み～プチリースのブローチ～ 9月1日（木）9月16日（金）
知ってみよう！終活　～成年後見と遺言書～ 9月1日（木）9月23日（金）

ワンコインサロンワンコインサロン

※1　日程は前月に決まる予定です。詳しくは下記までお問い合わせください。

●対　象：60歳以上
●費　用：内容によっては材料費等実費が必要な場合があります。
●申込み：不要（場所により人数制限があります）
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会　TEL：0797-32-7530

各地区で自宅において生活する60歳以上の方を対象に、趣味活動、健康づくり、文化
活動を通じて外出する機会を増やすことを目的に実施しています。

精　道

地　区 プログラム 実施日 場　所
カラオケ
体操

9月13日（火） 13：30～ 15：30 福祉センター 2階
団体会議室2

山　手

朝日ケ丘

歌で楽しむ
7月21日（木）、8月18日（木）、
9月15日（木） 10：00～ 12：00

7月12日（火） 13：30～ 15：30

大原集会所1階

朝日ケ丘集会所ステンシル

三　条 三条集会所
さわやか体操

打出浜

潮　見

三条歌う会エゴラド
7月23日（土）、8月27日（土）、
9月24日（土） 10：00～ 11：30

打出集会所

春日集会所

春日集会所

手芸・小物作り 9月14日（水） 13：30～
フラダンス 7月13日（水） 13：30～

ハワイアン 7月22日（金） 10：00～
絵手紙 9月23日（金）  10：00～
歌おう会 9月5日（月）

浜　風

笑いヨガ 10月18日（火） 13：30～ 15：30 潮見ゆうゆう倶楽部（潮見小学校2階）
笑いヨガ 7月15日（金）  14：00～ 15：30
フラワーアレンジメント 10月　※1

高浜町第3集会所

陽光町市営集会所

浜芦屋 管理センター 大会議室盆おどり 7月15日（金） 13：30～
手芸 10月21日（金） 13：30～

9月1日（木） 13：30～
7月18日（月）、7月22日（金）、
8月1日（月）、8月8日（月）、
8月22日（月）、8月26日（金）
9月5日（月）、9月12日（月）、
9月19日（月）、9月23日（金）
 13：30～ 15：00

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（7月～9月の予定）

●対　象：市内在住の70歳以上の方
●定　員：各40名（内　初参加の方5名までを優先受付）
●時　間：12：00～　　●費　用：500円
●場　所：保健福祉センター 3階　調理室
●キャンセル：開催日の前日からキャンセル料
　（500円）の支払いが発生します。
●申込み：TEL：0797－32－7525（9：00～ 17：30）
　もしくは2階ボランティア活動センターにて受付（先着順）

実施日 申込み開始
9月1日（木）
10月3日（月）

9月29日（木）
10月13日（木）

芦屋いずみ会会食ボランティアによる
高齢者会食会を開催しています。

高齢者会食会

　ラ・ヴェールⅢは新浜町にあるマンションで3棟190戸からなります。入居が始まって18年に
なりますが、まだ自治会はありません。
　マンション生活は壁1枚、ドア ツー ドアに住みながら人的交流は極めて希薄で、最近は特に
プライバシー云々で「マンション砂漠化現象」が加速し、孤独死などの問題につながっています。
各地の自治会などでは共助活動として“安心見守り隊”の編成や、個人的には通信事業会社などが
開発した監視システムへの加入が増えています。
　私たちのマンションでもシニアを対象とした共助活動を始めようとして、アンケートを実施し
たところ「先々では必要になると思うが、現時点ではその必要がない」という結果でした。これ

を受けて共助より懇親・親睦に力点を置いた活動に取り組むことにし、25年1月に男性会員19名、女性会員8名で“シニア共助会”
をスタートしました。
　昨年7月には、近隣の方にも参加を呼びかけ、健康づくり！仲間づくり！をモットーに“新浜公園ラジオ体操会”を立ち上げ。
年中無休、毎朝6時30分、元気な仲間が新浜公園に集まっています。
　今年の1月に、シニアに限定した活動から誰でも気軽に参加してもらえるようにとの思いで、
会名を「シニア共助会」から「むつみ会」に改名し、 “おしゃべりCafeむつみ”を始めました。
　Cafeは毎月第3日曜に集会所で開催しています。コーヒー通2名の
スタッフがボランティアでお世話しています。参加費は200円です。
Cafeの目玉はイタリアの業界№1コーヒーのフリードリンクです。
毎回たくさんの方に参加して頂けるよう特別なイベントを工夫し実
施しています。参加者も20人くらいに増えて賑やかになりました。
また、隣の和室では囲碁の会を同時に開催するようにしています。
　おしゃべりCafeでの交流が趣味の会などに発展して懇親の輪が広
がって行くようにしたいと思っています。

ラ・ヴェールⅢ むつみ会ラ・ヴェールⅢ むつみ会 世話人代表　吉岡　幹雄世話人代表　吉岡　幹雄

　4月27日（水）に、芦屋市内3駅で街頭募金を実施し、159,390円の募金が集まりました。ご協力あり
がとうございました。
　芦屋市福祉保健センターでは引き続き6月30日まで募金箱を設置し、義援金の受付けを行っております。

熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました熊本地震義援金募金街頭募金にご協力ありがとうございました

社協事業を支えてくださる方を募集しています。
　芦屋市社会福祉協議会は、たくさんの市民の方や事
業所、団体等の皆さまからの温かいご支援とご協力に
より事業展開しています。皆さまからの会費は芦屋市
の地域福祉活動の充実に向けた貴重な財源として広く
活用されています。
　経済状況も大変厳しい中、何かと出費ご多端とは存
じますが、平成28年度の当社協の会員加入にご協力の
程、どうぞよろしくお願い申し上げます。また、ご加
入時のお申し出により社協だよりにお名前を随時掲載
させていただきます。

〔広告〕

住所：芦屋市楠町16－9
電話：050－3566－1463

ＵＲＬ：http://www.eonet.ne.jp/̃kouyuu-akanuma/
国道2号線春日町信号をJR側へ  

相続手続等のご相談は、まずは、お電話から！
特定行政書士がお答えします。

●日　時：7月25日（月）
　　　　　　午前の部10：30～　午後の部13：00～
●場　所：芦屋ルナ・ホール　
　　　　　　※入場整理券（協力費300円）が必要です。
●上　映：シンドバッド～空飛ぶ姫と魔法の島～ /スノーマン
●主　催：福祉映画上映実行委員会
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
　　　　　　　　TEL：0797－32－7530

第25回福祉映画会のお知らせ第25回福祉映画会のお知らせ


