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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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ワンコインサロンワンコインサロン

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。(11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(7月号)クイズの正解は、【問1】4 (7－3)　【問2】①立法　
②内閣　③司法 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
ラ・ヴェールⅢむつみ会楽しく読ませて頂きました。
ボランティア活動について、自分に合ったものを探し
参加を考えたい。

問　題

ルール

応募要領

問1 ナンプレ問1 ナンプレ

※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

11月8日（火） 13：30～ 15：30
保健福祉センター 2階
団体会議室2

山　手

朝日ケ丘

歌で楽しむ
10月20日（木）、11月17日（木）、
12月15日（木） 10：00～ 12：00

10月11日（火）、12月13日（火）
 13：30～ 15：30

大原集会所1階

朝日ケ丘集会所寄せ植え
寄せ植え
音楽会

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
10月22日（土）、11月26日（土）、
12月24日（土） 10：00～ 11：30

打出集会所

春日集会所

男声コーラス 11月9日（水） 13：30～
みんなで歌おう 11月25日（金） 10：00～

歌おう会
11月7日（月）、12月5日（月）
 10：00～

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）

フラワーアレンジメント 10月　※1
葉書に画 12月20日（火） 13：30～ 15：30
寄せ植え 11月15日（火） 13：30～ 15：30

体操 11月　※1
おうす 12月　※1

高浜町第3集会所

陽光町市営集会所

手芸 10月21日（金） 13：30～
クリスマス飾り作り 11月18日（金） 13：30～

11月4日（金） 13：30～

宮　川
若宮集会所12月2日（金） 13：30～
保健福祉センター 2階 団体会議室210月21日（金） 13：30～

10月17日（月）、10月24日（月）、
10月28日（金）、11月7日（月）、
11月14日（月）、11月21日（月）、
11月25日（金）、12月5日（月）、
12月9日（金）、12月12日（月）、
12月19日（月） 13：30～ 15：00

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）

問2 漢　　字問2 漢　　字
問　題 ①～④の□に入る漢字をつなぐと

なんという言葉になるでしょう。
(ヒント)毎年10月1日から12月末
　　　　まで行われています。
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実施日 プログラム
瓶でつくる ～ハロウィンランプ～10月14日（金）
ナンプレ 10月3日（月）10月21日（金）
絵手紙～実りの秋～10月28日（金）
木の実でつくるリース11月11日（金）
マクラメ編み ～干支の色紙～ 11月1日（火）11月18日（金）
クリスマスオーナメント11月25日（金）
和紙でつくる ～箸袋とストラップ～ 12月1日（木）12月 9 日（金）
ナンプレ12月16日（金）

●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

〔広告〕公益社団法人  芦屋市シルバー人材センター公益社団法人  芦屋市シルバー人材センター
〒659-0062  芦屋市宮塚町２-２ 「はつらつ館」 〒659-0062  芦屋市宮塚町２-２ 「はつらつ館」 

 就業会員募集！  お仕事募集！
生涯現役！ 60歳以上の元気な高
齢者募集中です。あなたの力を地
域支援に役立てませんか？ 
（毎月第2火曜・入会説明会・要事前申込）

誰に頼んだらいいのかしら？ 
暮らしの中のお困りごとはあ
りませんか？小さなことでも、
まずはご相談下さい！  

まずはお電話でお問い合わせ下さい！　TEL32－1414

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。
実施日 申込み開始

10月3日（月）
11月1日（火）
12月1日（木）

10月13日（木）
11月24日（木）
12月22日（木）

高齢者会食会
●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）

赤い羽根共同募金は、寄付した方々の地域、
芦屋の福祉活動に活かされる寄付金です。

街頭募金の日時及び活動場所
10月1日（土）
 10：00～11：00 阪神芦屋駅、打出駅、阪急芦屋川駅
 11：00～12：00 JR芦屋駅
 13：00～14：00 いかりスーパー芦屋店、
  パル・ヤマト芦屋店、
  ダイエー芦屋浜店、コープ浜芦屋店、
  コーヨー芦屋南宮店、
  スーパーマルハチ南芦屋浜店

10月2日（日）　芦屋スカウト育成会
 9：30～11：00 JR芦屋駅周辺

10月15日（土）　市立3中学校
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月26日（土）
 時間未定 ルナ・ホール

共同募金委員会の委員、協力委員、職員がみなさまのご家庭やお店、
学校、職場へ募金のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。

助けあい  広がる  つながる  赤い羽根
助けあい  広がる  つながる  赤い羽根
助けあい  広がる  つながる  赤い羽根助けあい  広がる  つながる  赤い羽根

春の褒章を

―受　章―

募金活動期間：10月1日 ～ 12月31日

　「まごのて」は、商店街や自治
会をはじめとした地域の方々に
支えられ、今年オープンして6年
目を迎えています。「だれもがそ
の人らしく　住み慣れた地域で
いきいきと安心して暮らせるま

ちをめざす」という理念を掲げ、誰でも気軽に立ち寄れる居
場所づくりを行っています。
　協力員と呼ばれるボランティアスタッフが、「まごのて」
に来られた方の話し相手になるほか、月に数回、絵手紙・エ
コタワシ作り・エンディングノート等の教室や、お茶会等の
行事の企画・運営を行います。どの教室・行事も手ぶらでの
参加が可能です（材料費など100 ～ 200円必要な場合もあり
ます）。買い物や散歩のついでに是非覗いてみてください。

　教室の詳細等については『まごのて情報』を毎月発行して
おり、まごのて・自治会掲示板・協力員のブログ・芦屋市社
会福祉協議会ホームページ等で確認することができます。
　「引っ越して来たところであり、地域に知り合いもいない」
と「まごのて」を訪れた方が、行事や教室に参加するうちに
顔見知りができました。協力員自身も、活動を通して人や地
域とつながる喜びを感じています。
　これからも、「まごのて」では、たくさん
の人がつながれる居場所づくりを目指して
います。一緒に活動してくださる協力員や
特技を活かして活動したいという方、イベ
ントで趣味の発表をしたいという方も募集
していますので、関心のある方は、社会福
祉協議会にお問い合わせください。

　芦屋市共同募金委員会の会長
中野久美子氏が平成28年度春の
褒章にて「藍綬褒章」を受章さ
れました。
　この章は、公共の福祉に尽力
した方に授与されるものです。
　中野会長は、民生・児童委員
として長年活動され、地域福祉
活動の発展に尽力したことが評
価され受章されました。

まごのて見まもり協力員
まごのて ～打出いこいの場～
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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

〈写真はイメージです〉

共同募金の使いみち共同募金の使いみち
　みなさまからお寄せいただいた募金の内、一般募金は翌年のさまざまな福祉活動
の財源として主に芦屋市社会福祉協議会に配分され、下記のように地域の事業や支
援に活用されます。また、歳末たすけあい募金は、高齢者、障がい者、母子父子家庭、
その他支援を必要とする世帯へその年の歳末たすけあい運動として活用されます。

　芦屋で集まっ
た共同募金は、募
金に協力して下
さった方々の地
域、芦屋で活きる
寄付金です。

　芦屋で集まっ
た共同募金は、募
金に協力して下
さった方々の地
域、芦屋で活きる
寄付金です。

子どもの健康・事故防止など
子どもとのコミュニケーション
芦屋市シルバー人材センターキッズ
サポート（まつぼっくり）の見学・実習

①10月27日（木）
②11月 1 日（火）
③11月中ごろ
（まつぼっくり開所日）

　地域交流拠点「まごのて」での活動にご協力をいただける方を募集
しています。養成講座を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

　三世代交流の場として、多くの方に親しまれた「福祉映画
会」ですが、今年度第25回をもちまして終了いたしました。
　長年ご支援・ご協力を賜り感謝しております。ありがとうご
ざいました。

●申込み：芦屋市社会福祉協議会　TEL：0797－32－7530
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室1

まごのて見まもり協力員養成講座

「福祉映画会」にご支援・ご協力ありがとうございました

普通会員 249名（金額289,000円）
期間中に加入した人数（177名）
下村　安子
岡本　健志
岡本　京子
北田　花子
丸谷　陽子
吉岡　喜美
赤尾　靜子
松雪　淳子
藤井　順子
文野　巳弥子
加藤　順子
土田　キク
村川　武彦

団体会員 53団体（金額173,000円）
期間中に加入した団体（41団体）
打出町北寿会　　東山町自治会
芦屋都市管理株式会社 代表取締役 松本博
春日町自治会　　図書館［友の会］

村川　とし子
加藤　純子
久保崎　進
大橋　加津子
大崎　敏雄
嶺山　祥子
島　サヨミ
杉村　嘉宏
白石　恭三
内海　喜代子
佐藤　うめ子
村上　ミドリ
大﨑　洋二　他

打出町自治会　　阪本商会
中芦屋大寿会
芦屋ボランティア連絡会
I  IOVE  ASHIYA
川西町寿会　　　福田印刷工業株式会社
浜風（3）住宅団地管理組合
株式会社メディア・プランニング
布亀株式会社家庭生活応援事業部他

賛助会員 5名（金額7,000円）
期間中に加入した人数（2名）
坪山　良弘　他

特別会員 25名（金額211,000円）
期間中に加入した人数（18名）
加納　栄一　　吉岡　喜美
コウユウ行政書士事務所
社会福祉法人  緑水会  芦屋アラベラの家
酒井　洋子　　西山町自治会
山本　正志　　Ｍ.Ｓ　他

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成28年8月31日現在の会員数 332名　金額 680,000円（敬称略)
平成28年6月1日～平成28年8月31日の加入者・団体（掲載希望者のみ）

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）
7/27　2,000円　栗田　治　　8/22　3,370円　アトリエ ラフラフ

　手話に興味や、勉強したいという気持ちはあったけれど、今まで
学ぶ機会がなかった方へ、手話を一から学ぶチャンスです。
　初心者向けの講習なので、全く手話の経験が無い方でも、安心し
て受講下さい。

●日　時：11月10日～平成29年3月2日（毎週木曜日・年末年始除く・全15回）
　　　　　13時30分～15時30分
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室1
●対　象：手話をはじめて学ぶ方　　●定　員：20人
●受講料：2,000円（社協会員は1,000円）＋テキスト代

手話ボランティア養成講座（入門編）受講生募集！手話ボランティア養成講座（入門編）受講生募集！
　ファミリー・サポート・センターの講座や、地
域のイベント開催時などに、託児等のお手伝いを
する「子育て支援ボランティア」を養成する講座
を開催します。
　子どもが好きな方、ボランティアに興味がある方、
参加してみませんか？

子育て支援ボランティア養成講座＜全3回＞子育て支援ボランティア養成講座＜全3回＞

●時　間：①②10：00～12：00
　　　　　③13：30～17：00の内、2時間程度
●場　所：①②保健福祉センター 2階　団体会議室２
　　　　　③まつぼっくり
●定　員：20名　　●参加費：無料

　会議や講演会で聞き取った話の要点を耳の聞こえにくい方に文字
で伝える「要約筆記」。この機会に一日体験してみませんか？

●日　時：10月26日（水）13時30分～15時30分
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室2
●対　象：「要約筆記」に興味のある方
●定　員：25名　　●参加費：無料

「要約筆記一日体験」を開催します！「要約筆記一日体験」を開催します！

●開催日：11月2日（水）～8日（火）　9：30～17：00
●会　場：保健福祉センター（エントランスホール）
　　　　　木口記念会館（1階ホール）

●募集作品：絵画、写真、手芸、書道、陶芸、工作等
●対象者：市内在住・在学・在勤の障がいのあるかた
●作品受付：10月17日（月）～10月21日（金）
　　　　　　9：00～17：00
　保健福祉センター内（社会福祉協議会2階
　ボランティア活動センター）へ持参
●お問い合わせ：社協ボランティア活動センター
　TEL：32－7525　FAX：32－7538

　専門の相談員が、『どこに相談に行けばいいの？』『無職の子
どもの将来が心配』『お金のやりくりが大変』など「くらし」
「仕事」「お金」「住まい」の困りごとや悩みをお聞きし、解決に
向けて一緒に考えていきます。
　ご予約なしで、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
秘密は厳守いたします。

福祉相談窓口　ご案内の

「第9回  障がい児・者作品展」
出展作品の募集

「第9回  障がい児・者作品展」
出展作品の募集

高齢者施設・団体、障がい者施設・団体、支援が必要な
世帯へ配分されます。7，883，000円 1，717，000円

一般募金……………………9,600,000円内訳 歳末たすけあい募金…………1,500,000円

平成29年度事業に配分

高齢者福祉のために

2,761,000円
高齢者のつどいの開催、高齢者会食懇談会、
高齢者福祉月間啓発事業

ボランティア活動の推進のために

1,041,000円
ボランティア講座や福祉学習の開催、

ボランティア活動助成　ほか

誰もが地域で安心して生活するために
（小地域福祉活動）

　　　　2,582,000円
地区福祉委員会活動、
経済的に支援が必要な世帯への援助　ほか

児童、母子・父子福祉のために

523,000円
　子ども会活動の支援、
母子父子家庭支援　ほか

福祉情報の発信とPRのために

620,000円
社協だより、地区福祉だよりの発行　ほか

障がい児・者福祉のために　40,000円
障がい者とのふれあい市民運動会　ほか

その他

316,000円

芦屋市社会福祉協議会へ 県内の福祉施設・団体へ 平成28年度の歳末たすけあい運動へ

芦屋市共同募金委員会　平成28年度目標額……11，100，000円芦屋市共同募金委員会　平成28年度目標額……11，100，000円

内訳

まごのて

高齢者会食懇談会

芦屋の福祉・
地域活動
のために

実施日 内　容

●申込み・お問い合わせ：
社会福祉協議会ボランティア活動センター
TEL：0797－32－7525

受講生
募　集

　「社協だより」はボランティアグループ「あ
し笛」による音声通訳、「芦屋点字友の会」に
よる点訳を行っています。
　郵送を希望される方は、社会福祉協議会ボラ
ンティア活動センターへお問い合わせ下さい。
●お問い合わせ：TEL：0797－32－7525

社協だより「音訳」・「点訳」のご案内社協だより「音訳」・「点訳」のご案内

●時　間：10：00～11：30
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
●対　象：ファミサポ会員、ファミサポ
　　　　　の活動に関心のある方
●参加費：500円　　●定　員：各20名
●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　9：00～17：30（土日祝除く）
　詳細はホームページをご覧ください。

手づくりを楽しもう！手づくりを楽しもう！

羊毛フェルトでつくる『羊の壁掛け』

瓶でつくる『クリスマスランタン』

ユーカリのリース

10月18日（火）

11月26日（土）

12月 8 日（木）

実施日

実施日 時　間 内　容

内　容

お役立
ち講座

NEW

まごのて
出張相談

福 祉 の
総　　合
相談窓口

セブシオ
出張相談

●時　間：月～金曜日　9：00～17：30（祝日除く）
●場　所：保健福祉センター 1階　総合相談窓口
●電　話：0797－31－0681

●実施日：毎月第1・3金曜日　13：30～15：30（祝日除く）
●場　所：まごのて～打出いこいの場～　打出商店街内

●実施日：毎月第2火曜日　14：00～16：00（祝日除く）
●場　所：セブンイレブン潮芦屋店内

作品展

出　展

10月25日（火） 13：30～15：30 認知症サポーター養成講座
11月 1 日（火） 13：30～15：30 傾聴について
11月15日（火） 13：30～15：30 普通救命講習
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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

〈写真はイメージです〉

共同募金の使いみち共同募金の使いみち
　みなさまからお寄せいただいた募金の内、一般募金は翌年のさまざまな福祉活動
の財源として主に芦屋市社会福祉協議会に配分され、下記のように地域の事業や支
援に活用されます。また、歳末たすけあい募金は、高齢者、障がい者、母子父子家庭、
その他支援を必要とする世帯へその年の歳末たすけあい運動として活用されます。

　芦屋で集まっ
た共同募金は、募
金に協力して下
さった方々の地
域、芦屋で活きる
寄付金です。

　芦屋で集まっ
た共同募金は、募
金に協力して下
さった方々の地
域、芦屋で活きる
寄付金です。

子どもの健康・事故防止など
子どもとのコミュニケーション
芦屋市シルバー人材センターキッズ
サポート（まつぼっくり）の見学・実習

①10月27日（木）
②11月 1 日（火）
③11月中ごろ
（まつぼっくり開所日）

　地域交流拠点「まごのて」での活動にご協力をいただける方を募集
しています。養成講座を開催いたしますので、ぜひご参加ください。

　三世代交流の場として、多くの方に親しまれた「福祉映画
会」ですが、今年度第25回をもちまして終了いたしました。
　長年ご支援・ご協力を賜り感謝しております。ありがとうご
ざいました。

●申込み：芦屋市社会福祉協議会　TEL：0797－32－7530
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室1

まごのて見まもり協力員養成講座

「福祉映画会」にご支援・ご協力ありがとうございました

普通会員 249名（金額289,000円）
期間中に加入した人数（177名）
下村　安子
岡本　健志
岡本　京子
北田　花子
丸谷　陽子
吉岡　喜美
赤尾　靜子
松雪　淳子
藤井　順子
文野　巳弥子
加藤　順子
土田　キク
村川　武彦

団体会員 53団体（金額173,000円）
期間中に加入した団体（41団体）
打出町北寿会　　東山町自治会
芦屋都市管理株式会社 代表取締役 松本博
春日町自治会　　図書館［友の会］

村川　とし子
加藤　純子
久保崎　進
大橋　加津子
大崎　敏雄
嶺山　祥子
島　サヨミ
杉村　嘉宏
白石　恭三
内海　喜代子
佐藤　うめ子
村上　ミドリ
大﨑　洋二　他

打出町自治会　　阪本商会
中芦屋大寿会
芦屋ボランティア連絡会
I  IOVE  ASHIYA
川西町寿会　　　福田印刷工業株式会社
浜風（3）住宅団地管理組合
株式会社メディア・プランニング
布亀株式会社家庭生活応援事業部他

賛助会員 5名（金額7,000円）
期間中に加入した人数（2名）
坪山　良弘　他

特別会員 25名（金額211,000円）
期間中に加入した人数（18名）
加納　栄一　　吉岡　喜美
コウユウ行政書士事務所
社会福祉法人  緑水会  芦屋アラベラの家
酒井　洋子　　西山町自治会
山本　正志　　Ｍ.Ｓ　他

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成28年8月31日現在の会員数 332名　金額 680,000円（敬称略)
平成28年6月1日～平成28年8月31日の加入者・団体（掲載希望者のみ）

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）
7/27　2,000円　栗田　治　　8/22　3,370円　アトリエ ラフラフ

　手話に興味や、勉強したいという気持ちはあったけれど、今まで
学ぶ機会がなかった方へ、手話を一から学ぶチャンスです。
　初心者向けの講習なので、全く手話の経験が無い方でも、安心し
て受講下さい。

●日　時：11月10日～平成29年3月2日（毎週木曜日・年末年始除く・全15回）
　　　　　13時30分～15時30分
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室1
●対　象：手話をはじめて学ぶ方　　●定　員：20人
●受講料：2,000円（社協会員は1,000円）＋テキスト代

手話ボランティア養成講座（入門編）受講生募集！手話ボランティア養成講座（入門編）受講生募集！
　ファミリー・サポート・センターの講座や、地
域のイベント開催時などに、託児等のお手伝いを
する「子育て支援ボランティア」を養成する講座
を開催します。
　子どもが好きな方、ボランティアに興味がある方、
参加してみませんか？

子育て支援ボランティア養成講座＜全3回＞子育て支援ボランティア養成講座＜全3回＞

●時　間：①②10：00～12：00
　　　　　③13：30～17：00の内、2時間程度
●場　所：①②保健福祉センター 2階　団体会議室２
　　　　　③まつぼっくり
●定　員：20名　　●参加費：無料

　会議や講演会で聞き取った話の要点を耳の聞こえにくい方に文字
で伝える「要約筆記」。この機会に一日体験してみませんか？

●日　時：10月26日（水）13時30分～15時30分
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室2
●対　象：「要約筆記」に興味のある方
●定　員：25名　　●参加費：無料

「要約筆記一日体験」を開催します！「要約筆記一日体験」を開催します！

●開催日：11月2日（水）～8日（火）　9：30～17：00
●会　場：保健福祉センター（エントランスホール）
　　　　　木口記念会館（1階ホール）

●募集作品：絵画、写真、手芸、書道、陶芸、工作等
●対象者：市内在住・在学・在勤の障がいのあるかた
●作品受付：10月17日（月）～10月21日（金）
　　　　　　9：00～17：00
　保健福祉センター内（社会福祉協議会2階
　ボランティア活動センター）へ持参
●お問い合わせ：社協ボランティア活動センター
　TEL：32－7525　FAX：32－7538

　専門の相談員が、『どこに相談に行けばいいの？』『無職の子
どもの将来が心配』『お金のやりくりが大変』など「くらし」
「仕事」「お金」「住まい」の困りごとや悩みをお聞きし、解決に
向けて一緒に考えていきます。
　ご予約なしで、お気軽にご相談ください。相談は無料です。
秘密は厳守いたします。

福祉相談窓口　ご案内の

「第9回  障がい児・者作品展」
出展作品の募集

「第9回  障がい児・者作品展」
出展作品の募集

高齢者施設・団体、障がい者施設・団体、支援が必要な
世帯へ配分されます。7，883，000円 1，717，000円

一般募金……………………9,600,000円内訳 歳末たすけあい募金…………1,500,000円

平成29年度事業に配分

高齢者福祉のために

2,761,000円
高齢者のつどいの開催、高齢者会食懇談会、
高齢者福祉月間啓発事業

ボランティア活動の推進のために

1,041,000円
ボランティア講座や福祉学習の開催、

ボランティア活動助成　ほか

誰もが地域で安心して生活するために
（小地域福祉活動）

　　　　2,582,000円
地区福祉委員会活動、
経済的に支援が必要な世帯への援助　ほか

児童、母子・父子福祉のために

523,000円
　子ども会活動の支援、
母子父子家庭支援　ほか

福祉情報の発信とPRのために

620,000円
社協だより、地区福祉だよりの発行　ほか

障がい児・者福祉のために　40,000円
障がい者とのふれあい市民運動会　ほか

その他

316,000円

芦屋市社会福祉協議会へ 県内の福祉施設・団体へ 平成28年度の歳末たすけあい運動へ

芦屋市共同募金委員会　平成28年度目標額……11，100，000円芦屋市共同募金委員会　平成28年度目標額……11，100，000円

内訳

まごのて

高齢者会食懇談会

芦屋の福祉・
地域活動
のために

実施日 内　容

●申込み・お問い合わせ：
社会福祉協議会ボランティア活動センター
TEL：0797－32－7525

受講生
募　集

　「社協だより」はボランティアグループ「あ
し笛」による音声通訳、「芦屋点字友の会」に
よる点訳を行っています。
　郵送を希望される方は、社会福祉協議会ボラ
ンティア活動センターへお問い合わせ下さい。
●お問い合わせ：TEL：0797－32－7525

社協だより「音訳」・「点訳」のご案内社協だより「音訳」・「点訳」のご案内

●時　間：10：00～11：30
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
●対　象：ファミサポ会員、ファミサポ
　　　　　の活動に関心のある方
●参加費：500円　　●定　員：各20名
●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　9：00～17：30（土日祝除く）
　詳細はホームページをご覧ください。

手づくりを楽しもう！手づくりを楽しもう！

羊毛フェルトでつくる『羊の壁掛け』

瓶でつくる『クリスマスランタン』

ユーカリのリース

10月18日（火）

11月26日（土）

12月 8 日（木）

実施日

実施日 時　間 内　容

内　容

お役立
ち講座

NEW

まごのて
出張相談

福 祉 の
総　　合
相談窓口

セブシオ
出張相談

●時　間：月～金曜日　9：00～17：30（祝日除く）
●場　所：保健福祉センター 1階　総合相談窓口
●電　話：0797－31－0681

●実施日：毎月第1・3金曜日　13：30～15：30（祝日除く）
●場　所：まごのて～打出いこいの場～　打出商店街内

●実施日：毎月第2火曜日　14：00～16：00（祝日除く）
●場　所：セブンイレブン潮芦屋店内

作品展

出　展

10月25日（火） 13：30～15：30 認知症サポーター養成講座
11月 1 日（火） 13：30～15：30 傾聴について
11月15日（火） 13：30～15：30 普通救命講習
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次号は2017年1月発行予定です。
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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。

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

あ
し
や

あ
し
や社協だより社協だより社協だより
Vol.144 2016 October

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

ワンコインサロンワンコインサロン

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？

6
3 6 2
1 5

6
7
4

192

2
7938

48 1
965

8314

イ

ア

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。(11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(7月号)クイズの正解は、【問1】4 (7－3)　【問2】①立法　
②内閣　③司法 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
ラ・ヴェールⅢむつみ会楽しく読ませて頂きました。
ボランティア活動について、自分に合ったものを探し
参加を考えたい。

問　題

ルール

応募要領

問1 ナンプレ問1 ナンプレ

※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

11月8日（火） 13：30～ 15：30
保健福祉センター 2階
団体会議室2

山　手

朝日ケ丘

歌で楽しむ
10月20日（木）、11月17日（木）、
12月15日（木） 10：00～ 12：00

10月11日（火）、12月13日（火）
 13：30～ 15：30

大原集会所1階

朝日ケ丘集会所寄せ植え
寄せ植え
音楽会

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
10月22日（土）、11月26日（土）、
12月24日（土） 10：00～ 11：30

打出集会所

春日集会所

男声コーラス 11月9日（水） 13：30～
みんなで歌おう 11月25日（金） 10：00～

歌おう会
11月7日（月）、12月5日（月）
 10：00～

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）

フラワーアレンジメント 10月　※1
葉書に画 12月20日（火） 13：30～ 15：30
寄せ植え 11月15日（火） 13：30～ 15：30

体操 11月　※1
おうす 12月　※1

高浜町第3集会所

陽光町市営集会所

手芸 10月21日（金） 13：30～
クリスマス飾り作り 11月18日（金） 13：30～

11月4日（金） 13：30～

宮　川
若宮集会所12月2日（金） 13：30～
保健福祉センター 2階 団体会議室210月21日（金） 13：30～

10月17日（月）、10月24日（月）、
10月28日（金）、11月7日（月）、
11月14日（月）、11月21日（月）、
11月25日（金）、12月5日（月）、
12月9日（金）、12月12日（月）、
12月19日（月） 13：30～ 15：00

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～12月の予定）

問2 漢　　字問2 漢　　字
問　題 ①～④の□に入る漢字をつなぐと

なんという言葉になるでしょう。
(ヒント)毎年10月1日から12月末
　　　　まで行われています。

公→　　　→通 一→　　　→行

学
↑

□
↓

有

賛
↓

□
↓

一

① ②

公→　　　→集 代→　　　→額

応
↓

□
↓

金

資
↓

□
↑

黄

③ ④

実施日 プログラム
瓶でつくる ～ハロウィンランプ～10月14日（金）
ナンプレ 10月3日（月）10月21日（金）
絵手紙～実りの秋～10月28日（金）
木の実でつくるリース11月11日（金）
マクラメ編み ～干支の色紙～ 11月1日（火）11月18日（金）
クリスマスオーナメント11月25日（金）
和紙でつくる ～箸袋とストラップ～ 12月1日（木）12月 9 日（金）
ナンプレ12月16日（金）

●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

〔広告〕公益社団法人  芦屋市シルバー人材センター公益社団法人  芦屋市シルバー人材センター
〒659-0062  芦屋市宮塚町２-２ 「はつらつ館」 〒659-0062  芦屋市宮塚町２-２ 「はつらつ館」 

 就業会員募集！  お仕事募集！
生涯現役！ 60歳以上の元気な高
齢者募集中です。あなたの力を地
域支援に役立てませんか？ 
（毎月第2火曜・入会説明会・要事前申込）

誰に頼んだらいいのかしら？ 
暮らしの中のお困りごとはあ
りませんか？小さなことでも、
まずはご相談下さい！  

まずはお電話でお問い合わせ下さい！　TEL32－1414

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。
実施日 申込み開始

10月3日（月）
11月1日（火）
12月1日（木）

10月13日（木）
11月24日（木）
12月22日（木）

高齢者会食会
●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）

赤い羽根共同募金は、寄付した方々の地域、
芦屋の福祉活動に活かされる寄付金です。

街頭募金の日時及び活動場所
10月1日（土）
 10：00～11：00 阪神芦屋駅、打出駅、阪急芦屋川駅
 11：00～12：00 JR芦屋駅
 13：00～14：00 いかりスーパー芦屋店、
  パル・ヤマト芦屋店、
  ダイエー芦屋浜店、コープ浜芦屋店、
  コーヨー芦屋南宮店、
  スーパーマルハチ南芦屋浜店

10月2日（日）　芦屋スカウト育成会
 9：30～11：00 JR芦屋駅周辺

10月15日（土）　市立3中学校
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月26日（土）
 時間未定 ルナ・ホール

共同募金委員会の委員、協力委員、職員がみなさまのご家庭やお店、
学校、職場へ募金のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。

助けあい  広がる  つながる  赤い羽根
助けあい  広がる  つながる  赤い羽根
助けあい  広がる  つながる  赤い羽根助けあい  広がる  つながる  赤い羽根

春の褒章を

―受　章―

募金活動期間：10月1日 ～ 12月31日

　「まごのて」は、商店街や自治
会をはじめとした地域の方々に
支えられ、今年オープンして6年
目を迎えています。「だれもがそ
の人らしく　住み慣れた地域で
いきいきと安心して暮らせるま

ちをめざす」という理念を掲げ、誰でも気軽に立ち寄れる居
場所づくりを行っています。
　協力員と呼ばれるボランティアスタッフが、「まごのて」
に来られた方の話し相手になるほか、月に数回、絵手紙・エ
コタワシ作り・エンディングノート等の教室や、お茶会等の
行事の企画・運営を行います。どの教室・行事も手ぶらでの
参加が可能です（材料費など100 ～ 200円必要な場合もあり
ます）。買い物や散歩のついでに是非覗いてみてください。

　教室の詳細等については『まごのて情報』を毎月発行して
おり、まごのて・自治会掲示板・協力員のブログ・芦屋市社
会福祉協議会ホームページ等で確認することができます。
　「引っ越して来たところであり、地域に知り合いもいない」
と「まごのて」を訪れた方が、行事や教室に参加するうちに
顔見知りができました。協力員自身も、活動を通して人や地
域とつながる喜びを感じています。
　これからも、「まごのて」では、たくさん
の人がつながれる居場所づくりを目指して
います。一緒に活動してくださる協力員や
特技を活かして活動したいという方、イベ
ントで趣味の発表をしたいという方も募集
していますので、関心のある方は、社会福
祉協議会にお問い合わせください。

　芦屋市共同募金委員会の会長
中野久美子氏が平成28年度春の
褒章にて「藍綬褒章」を受章さ
れました。
　この章は、公共の福祉に尽力
した方に授与されるものです。
　中野会長は、民生・児童委員
として長年活動され、地域福祉
活動の発展に尽力したことが評
価され受章されました。

まごのて見まもり協力員
まごのて ～打出いこいの場～


