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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。あ
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ワンコインサロンワンコインサロン

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）

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】5 （1＋4）　【問2】地域福祉　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10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。

はがきに応募要領

ナンプレに挑戦！ナンプレに挑戦！

市内に居住する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。   

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。

認知症サポーター養成講座
●日　時：10月11日（木）10：00～ 11：30
●場　所：保健福祉センター 1階高齢者交流室
●対　象：芦屋市在住・在勤の方
●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

「第11回 芦屋市 障がい児・者作品展」
と出展作品の募集
作　　品　　展

●日　時：12月5日（水）9：30～ 12月11日（火）17：00
●会　場：保健福祉センター (1階エントランスホール)・
　　　　　木口記念会館(1階交流ホール)

出展作品募集
●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方
●参加賞：作品の写真がプリントされたクリアファイル
●作品受付：11月19日（月）～ 11月26日（月）
　　　　　　9：00～ 17：30
　※事業所単位での応募は11月20日（火）〆切
　芦屋市障がい者基幹相談支援センター
　（保健福祉センター内）へ持参
●お問い合わせ：芦屋市障がい者基幹相談支援センター
　TEL：0797－31－0739/FAX：0797－32－7529
　MAIL：sodanshien@ashiya-shakyo.com

子育て支援  第32回 協力会員養成講座
●日　程：10月15日(月）、17日(水）、19日(金）、
　22日(月）、24日(水）、26日(金）
　10：00～ 12：00　[15日　9：45開始]
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
　[17日　会議室2　　24日　市内保育所］
●定　員：25名　　　　　　
●託　児：5名[託児利用料200円/回
　　　　　(1歳6か月～ ) [24日(水)託児なし]
　※全日程ご出席いただけない方も受講できます。
●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

ア×イは、いくつでしょう？
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問　題

ルール

〔広告〕

クイズ回答者紙面感想より
•いろいろなボランティア活動があることに気付かされます。手話サークルクレッシェンド
が緑綬褒章を受章され、素晴らしい活動をされてきたことを知りました。
•東芦屋町自治会の活動が紹介されていました。多彩な活動とともに、地域住民間のコ
ミュニケーションを深めることにも努めておられるようですね。

実施日 プログラム
「そろばん教室」
「マクラメ編み」～干支～
「ナンプレ」
「ちぎり絵」
「そろばん教室」
「ナンプレ」
「そろばん教室」
「マクラメ編み」～お雛様～
「ナンプレ」

11月1日(木)

12月3日(月)

　
　1月7日(月)

　

●対　象：市内在住の60歳以上の方　●定　員：各15名
●時　間：10：30～ 12：00　　　●費　用：参加費100円＋材料費
●場　所：福祉センター 1階　高齢者交流室
●申込み：TEL：0797－32－7525（9：00～ 17：30）にて受付（先着順）

申込み開始

▲「ちぎり絵」

▲「マクラメ編み」
～お雛様～

10月9日（火）、11月13日（火）、12月11日（火）、
1月8日（火） 13：30～ 15：00

精　道

地　区 プログラム 実　施　日 場　所
10月5日（金）、12日（金）、19日（金）、26日（金）、
11月2日（金）、9日（金）、16日（金）、
12月7日（金）、14日（金）、21日（金）、
1月11日（金）、18日（金）、25日（金） 
 14：00～ 15：30

手軽にできる
ストレッチと筋トレ

リードあしや

カラオケで健康に 竹園集会所

11月27日（火） 13：30～ 15：30カラオケで元気はつらつ
保健福祉センター 2階
団体会議室2

10月4日（木）、11月1日（木）、12月6日（木）
 10：30～ 11：50

健康長生き体操
レレレの会

Les芦屋

10月18日（木）、11月15日（木）、12月20日（木）、
1月17日（木） 10：00～ 12：00歌で楽しむ 大原集会所　

10月19日（金） 13：30～ 若宮集会所

10月1日（月）､12日（金）､22日（月）､26日（金）、29日（月）
11月2日（金）､12日（月）、19日（月）、26日（月）、30日（金）
12月3日（月）､7日（金）､17日（月）､21日（金）
1月7日（月）､11日（金）､21日（月）､25日（金）
 13：30～ 15：00

さわやか体操

脳トレーニング
12月7日（金） 13：30～寄せ植え

三条集会所
10月27日（土）、11月24日（土）、1月26日（土）
 10：00～ 11：30三条歌う会エゴラド

10月17日（水）、11月21日（水）、12月19日（水）、
1月16日（水） 14：00～ 16：00ひこばえ

11月14日（水） 13：30～ 15：00みんなで歌おう

歌おう会

いきいき体操

朗読の会
寄せ植え

お正月飾り
カルタ

10月1日（月）、11月5日（月）、12月3日（月）
 13：30～ 15：30

打出集会所

11月20日（火） 13：30～ 15：30

11月16日（金） 13：30～
布でつくるブローチ 10月19日（金） 13：30～

芦屋ブーケの里

1月18日（金） 13：30～

潮見ゆうゆう倶楽部
クリスマス会とお茶会 12月18日（火） 13：30～ 15：30
音楽でリラクゼーション 10月11日（木） 14：00～ 15：30
フラワーアレンジメント 11月　※1 14：00～ 15：30 陽光町市営集会所
元気に体操1、2、3！ 12月　※1 14：00～ 15：30

高浜町第3集会所

10月15日（月）、11月19日（月）
 13：30～ 15：00
10月16日（火） 13：30～ 15：30

春日集会所

山　手

宮　川

11月1日（木） 13：30～ 朝日ケ丘集会所ちぎり絵朝日ケ丘 10月4日（木） 13：30～折り紙

三　条

打出浜

浜　風

潮　見

11月 9日（金）
11月16日（金）
11月30日（金）
12月 7日（金）
12月14日（金）
12月21日（金）
　1月11日（金）
　1月18日（金）
　1月25日（金）

※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
 下さい。

●対　象：市内在住の60歳以上の方
●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
●その他：開催日の朝7時の段階で各種警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）
　　　　　が発令されている場合は中止となります。

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（月）
 9：00～10：00 阪急芦屋川駅、阪神打出駅
 9：30～10：30 JR芦屋駅、阪神芦屋駅
 10：30～11：30 ダイエー芦屋浜店、いかりスーパー芦屋店
 11：00～12：00 パル・ヤマト芦屋店、スーパーマルハチ
 16：00～17：00 コープ浜芦屋店、コーヨー芦屋南宮店

10月 6 日（土）　（協力：芦屋スカウト育成会）
 10：00～11：00 JR芦屋駅周辺

10月20日（土）　（協力：市立３中学校）
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月24日（土）　
 時間未定 ルナ・ホール

10月 1 日（月）
 9：00～10：00 阪急芦屋川駅、阪神打出駅
 9：30～10：30 JR芦屋駅、阪神芦屋駅
 10：30～11：30 ダイエー芦屋浜店、いかりスーパー芦屋店
 11：00～12：00 パル・ヤマト芦屋店、スーパーマルハチ
 16：00～17：00 コープ浜芦屋店、コーヨー芦屋南宮店

10月 6 日（土）　（協力：芦屋スカウト育成会）
 10：00～11：00 JR芦屋駅周辺

10月20日（土）　（協力：市立３中学校）
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月24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。

助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根

募金活動期間：10月1日 ～ 12月31日

涼風町自治会の特徴
　涼風町は、芦屋市の最南端に位置する開発途中の新興住宅地
で、総戸数650戸になる予定です。2016年6月に自治会を設立し、
現在の加入世帯数は160戸（加入率約50％）です。会員全員を
フラットな状態にするために、重圧と感じることを避け、加入
の強制的な枠ととられがちな「会費徴収」「役員の輪番」「回覧板」
「定例会議」という決まりをなくし、「自治会費は0円」「連絡は
メールやアプリを活用」「役員や委員の立候補制」「やりたい活
動をするための委員会制（分科会）」「会議はITツールを利用」「無
料のホームページを活用したWeb対応」等の体制をとっていま
す。
　役割分担という形の参加型であれば忙しくても活動に関わり、
運営を回すことができます。ネット配信の活用は、町の情報を
スピーディーに共有し、時間や場所に縛られることなく、迅速
に幅広い住民から意見集約を行えます。また、イベント開催に
も力を入れています。今後も引っ越してくる人が増える町だか

らこそ、顔見知りを増やしたいと思っている方も多いようです。
運営メンバーは、30～ 50代の働き世代が中心ですが、一方で
ご年配の方々が温かい言葉をかけてくれます。いつも見守って
くれ、協力的な方がいるということは自治会を支えているもう
ひとつの大きな柱であり、運営メンバーの励みとなっています。
　自分たちの住む町を良くしていくためには、やはり自治会の
存在は大切であり、欠かせないものなので、自治会とは「負担
なもの」から「やりがいのある楽しいもの」というイメージに
変えていけるように今後もより良い仕組みづくりを目指してい
きます。住民の声から始
まり、型にはまらず時代
に特化した発想を取り入
れ、町の人と一緒に作り
上げていく、新しいスタ
イルの自治会、それが涼
風町自治会です。

孝岡  知子町の人と一緒に作り上げていく新しいスタイルの自治会町の人と一緒に作り上げていく新しいスタイルの自治会 涼風町自治会
会　長

お　知　ら　せ
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貴社の送迎業務を一括して引き受けます！
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●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会　ボランティア活動センター　TEL：0797－32－7525

平成30
年

7月豪雨
平成30

年

7月豪雨

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました
6/26　岩本　康雄 様　10,000円　　　7/31　K・N 様　10，000円

普通会員 254名（金額292,000円）
期間中に加入した人数（141名）
鳥越　孝子様　　田中みずほ様
磯貝　裕子様　　有澤　良枝様
大永貴世美様　　川原木清香様
浜野　荘司様　　佐和田　勇様
杉田　倶子様　　田中　資子様
大﨑加津子様　　大本　久美様
井上　　剛様　　井上トミコ様
島野　峻一様　　前田　浩子様
段谷　貞子様　　北田　花子様
岡本　健志様　　岡本　京子様
嶺山　祥子様　　樽井　雅子様
吉田　清子様　　中村　久義様
片倉　照子様　　丸谷　洋子様

団体会員 44団体（金額142,000円）
期間中に加入した団体（32団体）
国際ソロプチミスト芦屋様
東山町自治会様
茶屋之町自治会様
芦屋いずみ会様
芦屋地区更生保護女性会
芦屋喜楽苑様、坂本商会様
社会福祉法人　聖徳園様
アクティブライフ芦屋様

打出町自治会様
あしや宙の会様
朝日ケ丘住宅自治会様
さくら保育園様
甲南文化住宅株式会社様
芦屋市老人クラブ連合会様
あしやYO倶楽部様
芦屋市身体障害者福祉協会様

賛助会員 5名（金額9,000円）
期間中に加入した人数（4名）
坪山　良弘様

特別会員 28名（金額260,000円）
期間中に加入した数（21名）
芦屋囲碁愛好会様
芦屋いずみ会役員一同様
上坂　泰代様
医療法人社団  宮崎内科クリニック様
里村　喜好様　　芦屋市白菊会様
朝日ケ丘町自治会様　　西山町自治会様
村上ミドリ様　　矢持　美佳様
酒井　洋子様　　益満　清輝様
久米利津子様　　井田謙三郎様
井上　保子様

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成30年6月1日～8月31日の加入者・団体 (掲載希望者のみ)
平成30年8月末現在の会員数 331名 金額 703，000円　専門の相談員が、「しごと」「住まい」「お金」「くらし」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。
　予約なしで、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。

●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（雨天祝日除く）
●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

福祉相談窓口　ご案内の

福祉の総合相談窓口

まごのて出張相談

セブシオ出張相談

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し、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、障がいのある方、ひとり親家庭、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。
　平成30年度にお寄せいただいた
募金は、翌年度に活用します。

　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。
　平成30年度にお寄せいただいた
募金は、翌年度に活用します。

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 歳末たすけあい募金…………1,500,000円

平成31年度事業に配分

高齢者福祉のために
2,953,000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　ほか

その他
193,000円
市民行事参画　ほか

ボランティア活動の
推進のために
953,000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
2,215,000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、
見まもりネットワーク　ほか

児童、母子・父子
福祉のために
537,000円

　子ども会活動の支援、
ひとり親家庭支援　ほか

事務費
538,000円

赤い羽根などの運動資材、
啓発チラシの印刷　ほか

福祉情報の発信とPRのために
454,000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

芦屋市社会福祉協議会へ 県内の福祉施設・団体、災害時等の
緊急配分、災害準備金の積立などへ

平成30年度の歳末たすけあい運動へ

芦屋市の平成３０年度目標額芦屋市の平成３０年度目標額

芦屋の福祉・
地域活動
のために

　7月28日開催の「第9回あしや保健福
祉フェア」で、昨年に引き続き甲南高校
の生徒による赤い羽根共同募金のポスタ
ー発表がありました。～共同募金ってえ
えやん！～をテーマに、赤い羽根共同募
金について、使いみち、募金の方法など
を説明していただきました。当日は兵庫
県共同募金会のマスコットあかはねちゃ
んも登場しました。また、芦屋市共同募
金委員会では、「平成30年7月豪雨義援
金募金」のため、ガチャガチャ募金等を
実施し、17,024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。

実施日 申込み開始
11月5日（月）
12月5日（水）

11月22日（木）
12月20日（木）

●対　象：市内在住の70歳以上の方
●費　用：500円
●定　員：各40名（内 初参加の方5名までを優先受付）
●場　所：保健福祉センター3階　調理室
●時　間：12：00～　　
●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）

もしくはボランティア活動センターにて
受付（先着順）

　「サマーチャレンジ　知ろう！感じよう！やってみよう！」 をスローガ
ンに、 昨年度に引き続き、 中学生福祉ボランティア学習を
開催し、 市内在学の中学生26名の参加がありました。 初
日は乳幼児とのふれあい、 障がい者スポーツ体験 （ボッチャ ・
風船バレー）、 2日目は認知症サポーター養成講座を受講し、
エルホーム芦屋で高齢者とのふれあいを学びました。最終日は、
炊き出し体験、 防災ワークショップを行いました。
　「Notひとごと ・ Yesじぶんごと」 やってみよう！の気持ちを大切
にして、 3日間の経験を活かして、 自分にできることを身近な
ところから実践してもらえると嬉しく思います。 開催にあたりご
指導いただきました皆さま、 ボランティアとしてご協力いただき
ました皆さま、 ありがとうございました。

•障がい者スポーツは誰でも参
加できるように工夫されてい
て楽しかったです。
•他人事ではなく、自分もいつ
か同じ立場になるかもしれな
いと思い、積極的にボランティ
アを行いたいです。
•防災ワークショップで学んだこと
は、生活の中で活かせるので、家族
や友達に伝えようと思いました。

中学生福祉ボランティア学習　8月6日（月）～ 8日（水）

　一時的に車いすが必要になった時、
どなたでもご利用いただけます。
●対　象：芦屋市内在住・在勤の方
　　　　　とその家族
●費　用：無料　
●期　間：おおむね2週間程度
※福祉センターの他、各町にも貸出用車いすを配置しています。
　詳しくはお問い合わせください。

車いすの貸出ししています

ボランティアバスを実施しました

～福祉学習発表～
赤い羽根共同募金について赤い羽根共同募金について

　聴覚に障がいのある方に、会議や講演会で聞き取った話の要
点を文字で伝える「要約筆記」にチャレンジしてみませんか？

●日　程：10月17日（水）～12月5日（水）　【毎水曜日・全8回】
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室2
●対　象：「要約筆記」や聴覚に障がいのある方への支援に興味のある方
●定　員：25名
●参加費：1,500円（社協会員は500円）、テキスト代含む

　平成30年7月豪雨災害の救援活動のため、ボランティアを募集し、
9月7日（金）に15名が倉敷市真備町で活動に参加しました。それぞ

れのグループに分かれて泥のかき出し、家財道具の運び出しをしました。暑い
中での活動となりましたが、全員が怪我なく活動を終えることができました。
　また、兵庫県社会福祉協議会からの派遣要請により倉敷市災害ボランティアセンターへ順次
職員派遣を行っています。災害時、社会福祉協議会は災害ボランティアセンター運営の役割を
担います。地域のつがなりや日頃より災害に強い地域づくりを行うことの大切さを感じています。

～参加生徒の感想～

内訳

※赤い羽根共同募金配分金を活用している事業には

　　　マークがついています。

　毎月1回、概ね第4木曜日（8月・1月を除く）に、芦屋
いずみ会会食ボランティ
アによる高齢者会食懇談
会を開催しています。

高齢者会食懇談会

要約筆記入門講座
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●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会　ボランティア活動センター　TEL：0797－32－7525

平成30
年

7月豪雨
平成30

年

7月豪雨

社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました
6/26　岩本　康雄 様　10,000円　　　7/31　K・N 様　10，000円

普通会員 254名（金額292,000円）
期間中に加入した人数（141名）
鳥越　孝子様　　田中みずほ様
磯貝　裕子様　　有澤　良枝様
大永貴世美様　　川原木清香様
浜野　荘司様　　佐和田　勇様
杉田　倶子様　　田中　資子様
大﨑加津子様　　大本　久美様
井上　　剛様　　井上トミコ様
島野　峻一様　　前田　浩子様
段谷　貞子様　　北田　花子様
岡本　健志様　　岡本　京子様
嶺山　祥子様　　樽井　雅子様
吉田　清子様　　中村　久義様
片倉　照子様　　丸谷　洋子様

団体会員 44団体（金額142,000円）
期間中に加入した団体（32団体）
国際ソロプチミスト芦屋様
東山町自治会様
茶屋之町自治会様
芦屋いずみ会様
芦屋地区更生保護女性会
芦屋喜楽苑様、坂本商会様
社会福祉法人　聖徳園様
アクティブライフ芦屋様

打出町自治会様
あしや宙の会様
朝日ケ丘住宅自治会様
さくら保育園様
甲南文化住宅株式会社様
芦屋市老人クラブ連合会様
あしやYO倶楽部様
芦屋市身体障害者福祉協会様

賛助会員 5名（金額9,000円）
期間中に加入した人数（4名）
坪山　良弘様

特別会員 28名（金額260,000円）
期間中に加入した数（21名）
芦屋囲碁愛好会様
芦屋いずみ会役員一同様
上坂　泰代様
医療法人社団  宮崎内科クリニック様
里村　喜好様　　芦屋市白菊会様
朝日ケ丘町自治会様　　西山町自治会様
村上ミドリ様　　矢持　美佳様
酒井　洋子様　　益満　清輝様
久米利津子様　　井田謙三郎様
井上　保子様

社協会費へのご協力ありがとうございます
平成30年6月1日～8月31日の加入者・団体 (掲載希望者のみ)
平成30年8月末現在の会員数 331名 金額 703，000円　専門の相談員が、「しごと」「住まい」「お金」「くらし」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。
　予約なしで、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。

●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（雨天祝日除く）
●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

福祉相談窓口　ご案内の

福祉の総合相談窓口

まごのて出張相談

セブシオ出張相談

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し、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、障がいのある方、ひとり親家庭、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。
　平成30年度にお寄せいただいた
募金は、翌年度に活用します。

　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。
　平成30年度にお寄せいただいた
募金は、翌年度に活用します。

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 歳末たすけあい募金…………1,500,000円

平成31年度事業に配分

高齢者福祉のために
2,953,000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　ほか

その他
193,000円
市民行事参画　ほか

ボランティア活動の
推進のために
953,000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
2,215,000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、
見まもりネットワーク　ほか

児童、母子・父子
福祉のために
537,000円

　子ども会活動の支援、
ひとり親家庭支援　ほか

事務費
538,000円

赤い羽根などの運動資材、
啓発チラシの印刷　ほか

福祉情報の発信とPRのために
454,000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

芦屋市社会福祉協議会へ 県内の福祉施設・団体、災害時等の
緊急配分、災害準備金の積立などへ

平成30年度の歳末たすけあい運動へ

芦屋市の平成３０年度目標額芦屋市の平成３０年度目標額

芦屋の福祉・
地域活動
のために

　7月28日開催の「第9回あしや保健福
祉フェア」で、昨年に引き続き甲南高校
の生徒による赤い羽根共同募金のポスタ
ー発表がありました。～共同募金ってえ
えやん！～をテーマに、赤い羽根共同募
金について、使いみち、募金の方法など
を説明していただきました。当日は兵庫
県共同募金会のマスコットあかはねちゃ
んも登場しました。また、芦屋市共同募
金委員会では、「平成30年7月豪雨義援
金募金」のため、ガチャガチャ募金等を
実施し、17,024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。

実施日 申込み開始
11月5日（月）
12月5日（水）

11月22日（木）
12月20日（木）

●対　象：市内在住の70歳以上の方
●費　用：500円
●定　員：各40名（内 初参加の方5名までを優先受付）
●場　所：保健福祉センター3階　調理室
●時　間：12：00～　　
●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）

もしくはボランティア活動センターにて
受付（先着順）

　「サマーチャレンジ　知ろう！感じよう！やってみよう！」 をスローガ
ンに、 昨年度に引き続き、 中学生福祉ボランティア学習を
開催し、 市内在学の中学生26名の参加がありました。 初
日は乳幼児とのふれあい、 障がい者スポーツ体験 （ボッチャ ・
風船バレー）、 2日目は認知症サポーター養成講座を受講し、
エルホーム芦屋で高齢者とのふれあいを学びました。最終日は、
炊き出し体験、 防災ワークショップを行いました。
　「Notひとごと ・ Yesじぶんごと」 やってみよう！の気持ちを大切
にして、 3日間の経験を活かして、 自分にできることを身近な
ところから実践してもらえると嬉しく思います。 開催にあたりご
指導いただきました皆さま、 ボランティアとしてご協力いただき
ました皆さま、 ありがとうございました。

•障がい者スポーツは誰でも参
加できるように工夫されてい
て楽しかったです。
•他人事ではなく、自分もいつ
か同じ立場になるかもしれな
いと思い、積極的にボランティ
アを行いたいです。
•防災ワークショップで学んだこと
は、生活の中で活かせるので、家族
や友達に伝えようと思いました。

中学生福祉ボランティア学習　8月6日（月）～ 8日（水）

　一時的に車いすが必要になった時、
どなたでもご利用いただけます。
●対　象：芦屋市内在住・在勤の方
　　　　　とその家族
●費　用：無料　
●期　間：おおむね2週間程度
※福祉センターの他、各町にも貸出用車いすを配置しています。
　詳しくはお問い合わせください。

車いすの貸出ししています

ボランティアバスを実施しました

～福祉学習発表～
赤い羽根共同募金について赤い羽根共同募金について

　聴覚に障がいのある方に、会議や講演会で聞き取った話の要
点を文字で伝える「要約筆記」にチャレンジしてみませんか？

●日　程：10月17日（水）～12月5日（水）　【毎水曜日・全8回】
●場　所：保健福祉センター 2階　団体会議室2
●対　象：「要約筆記」や聴覚に障がいのある方への支援に興味のある方
●定　員：25名
●参加費：1,500円（社協会員は500円）、テキスト代含む

　平成30年7月豪雨災害の救援活動のため、ボランティアを募集し、
9月7日（金）に15名が倉敷市真備町で活動に参加しました。それぞ

れのグループに分かれて泥のかき出し、家財道具の運び出しをしました。暑い
中での活動となりましたが、全員が怪我なく活動を終えることができました。
　また、兵庫県社会福祉協議会からの派遣要請により倉敷市災害ボランティアセンターへ順次
職員派遣を行っています。災害時、社会福祉協議会は災害ボランティアセンター運営の役割を
担います。地域のつがなりや日頃より災害に強い地域づくりを行うことの大切さを感じています。

～参加生徒の感想～

内訳

※赤い羽根共同募金配分金を活用している事業には

　　　マークがついています。

　毎月1回、概ね第4木曜日（8月・1月を除く）に、芦屋
いずみ会会食ボランティ
アによる高齢者会食懇談
会を開催しています。

高齢者会食懇談会

要約筆記入門講座
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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。あ

し
や

あ
し
や社協だより社協だより社協だより
Vol.152 2018 October

「社協だより」は『声の広報』『点字広報』も作成しています。　郵送をご希望の方は、社協（☎0797－32－7530℻0797－32－7529）へ

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

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

地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）地区福祉委員会　生きがいデイサービス（10月～1月の予定）

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】5 （1＋4）　【問2】地域福祉　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10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。

はがきに応募要領

ナンプレに挑戦！ナンプレに挑戦！

市内に居住する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。   

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。

認知症サポーター養成講座
●日　時：10月11日（木）10：00～ 11：30
●場　所：保健福祉センター 1階高齢者交流室
●対　象：芦屋市在住・在勤の方
●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

「第11回 芦屋市 障がい児・者作品展」
と出展作品の募集
作　　品　　展

●日　時：12月5日（水）9：30～ 12月11日（火）17：00
●会　場：保健福祉センター (1階エントランスホール)・
　　　　　木口記念会館(1階交流ホール)

出展作品募集
●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方
●参加賞：作品の写真がプリントされたクリアファイル
●作品受付：11月19日（月）～ 11月26日（月）
　　　　　　9：00～ 17：30
　※事業所単位での応募は11月20日（火）〆切
　芦屋市障がい者基幹相談支援センター
　（保健福祉センター内）へ持参
●お問い合わせ：芦屋市障がい者基幹相談支援センター
　TEL：0797－31－0739/FAX：0797－32－7529
　MAIL：sodanshien@ashiya-shakyo.com

子育て支援  第32回 協力会員養成講座
●日　程：10月15日(月）、17日(水）、19日(金）、
　22日(月）、24日(水）、26日(金）
　10：00～ 12：00　[15日　9：45開始]
●場　所：保健福祉センター 3階　会議室1
　[17日　会議室2　　24日　市内保育所］
●定　員：25名　　　　　　
●託　児：5名[託児利用料200円/回
　　　　　(1歳6か月～ ) [24日(水)託児なし]
　※全日程ご出席いただけない方も受講できます。
●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

ア×イは、いくつでしょう？
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問　題

ルール

〔広告〕

クイズ回答者紙面感想より
•いろいろなボランティア活動があることに気付かされます。手話サークルクレッシェンド
が緑綬褒章を受章され、素晴らしい活動をされてきたことを知りました。
•東芦屋町自治会の活動が紹介されていました。多彩な活動とともに、地域住民間のコ
ミュニケーションを深めることにも努めておられるようですね。

実施日 プログラム
「そろばん教室」
「マクラメ編み」～干支～
「ナンプレ」
「ちぎり絵」
「そろばん教室」
「ナンプレ」
「そろばん教室」
「マクラメ編み」～お雛様～
「ナンプレ」

11月1日(木)

12月3日(月)

　
　1月7日(月)

　

●対　象：市内在住の60歳以上の方　●定　員：各15名
●時　間：10：30～ 12：00　　　●費　用：参加費100円＋材料費
●場　所：福祉センター 1階　高齢者交流室
●申込み：TEL：0797－32－7525（9：00～ 17：30）にて受付（先着順）

申込み開始

▲「ちぎり絵」

▲「マクラメ編み」
～お雛様～

10月9日（火）、11月13日（火）、12月11日（火）、
1月8日（火） 13：30～ 15：00

精　道

地　区 プログラム 実　施　日 場　所
10月5日（金）、12日（金）、19日（金）、26日（金）、
11月2日（金）、9日（金）、16日（金）、
12月7日（金）、14日（金）、21日（金）、
1月11日（金）、18日（金）、25日（金） 
 14：00～ 15：30

手軽にできる
ストレッチと筋トレ

リードあしや

カラオケで健康に 竹園集会所

11月27日（火） 13：30～ 15：30カラオケで元気はつらつ
保健福祉センター 2階
団体会議室2

10月4日（木）、11月1日（木）、12月6日（木）
 10：30～ 11：50

健康長生き体操
レレレの会

Les芦屋

10月18日（木）、11月15日（木）、12月20日（木）、
1月17日（木） 10：00～ 12：00歌で楽しむ 大原集会所　

10月19日（金） 13：30～ 若宮集会所

10月1日（月）､12日（金）､22日（月）､26日（金）、29日（月）
11月2日（金）､12日（月）、19日（月）、26日（月）、30日（金）
12月3日（月）､7日（金）､17日（月）､21日（金）
1月7日（月）､11日（金）､21日（月）､25日（金）
 13：30～ 15：00

さわやか体操

脳トレーニング
12月7日（金） 13：30～寄せ植え

三条集会所
10月27日（土）、11月24日（土）、1月26日（土）
 10：00～ 11：30三条歌う会エゴラド

10月17日（水）、11月21日（水）、12月19日（水）、
1月16日（水） 14：00～ 16：00ひこばえ

11月14日（水） 13：30～ 15：00みんなで歌おう

歌おう会

いきいき体操

朗読の会
寄せ植え

お正月飾り
カルタ

10月1日（月）、11月5日（月）、12月3日（月）
 13：30～ 15：30

打出集会所

11月20日（火） 13：30～ 15：30

11月16日（金） 13：30～
布でつくるブローチ 10月19日（金） 13：30～

芦屋ブーケの里

1月18日（金） 13：30～

潮見ゆうゆう倶楽部
クリスマス会とお茶会 12月18日（火） 13：30～ 15：30
音楽でリラクゼーション 10月11日（木） 14：00～ 15：30
フラワーアレンジメント 11月　※1 14：00～ 15：30 陽光町市営集会所
元気に体操1、2、3！ 12月　※1 14：00～ 15：30

高浜町第3集会所

10月15日（月）、11月19日（月）
 13：30～ 15：00
10月16日（火） 13：30～ 15：30

春日集会所

山　手

宮　川

11月1日（木） 13：30～ 朝日ケ丘集会所ちぎり絵朝日ケ丘 10月4日（木） 13：30～折り紙

三　条

打出浜

浜　風

潮　見

11月 9日（金）
11月16日（金）
11月30日（金）
12月 7日（金）
12月14日（金）
12月21日（金）
　1月11日（金）
　1月18日（金）
　1月25日（金）

※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
 下さい。

●対　象：市内在住の60歳以上の方
●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
●その他：開催日の朝7時の段階で各種警報（大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、波浪、高潮）
　　　　　が発令されている場合は中止となります。

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（月）
 9：00～10：00 阪急芦屋川駅、阪神打出駅
 9：30～10：30 JR芦屋駅、阪神芦屋駅
 10：30～11：30 ダイエー芦屋浜店、いかりスーパー芦屋店
 11：00～12：00 パル・ヤマト芦屋店、スーパーマルハチ
 16：00～17：00 コープ浜芦屋店、コーヨー芦屋南宮店

10月 6 日（土）　（協力：芦屋スカウト育成会）
 10：00～11：00 JR芦屋駅周辺

10月20日（土）　（協力：市立３中学校）
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月24日（土）　
 時間未定 ルナ・ホール

10月 1 日（月）
 9：00～10：00 阪急芦屋川駅、阪神打出駅
 9：30～10：30 JR芦屋駅、阪神芦屋駅
 10：30～11：30 ダイエー芦屋浜店、いかりスーパー芦屋店
 11：00～12：00 パル・ヤマト芦屋店、スーパーマルハチ
 16：00～17：00 コープ浜芦屋店、コーヨー芦屋南宮店

10月 6 日（土）　（協力：芦屋スカウト育成会）
 10：00～11：00 JR芦屋駅周辺

10月20日（土）　（協力：市立３中学校）
 10：30～12：00 JR芦屋駅周辺

11月24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。

助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根

募金活動期間：10月1日 ～ 12月31日

涼風町自治会の特徴
　涼風町は、芦屋市の最南端に位置する開発途中の新興住宅地
で、総戸数650戸になる予定です。2016年6月に自治会を設立し、
現在の加入世帯数は160戸（加入率約50％）です。会員全員を
フラットな状態にするために、重圧と感じることを避け、加入
の強制的な枠ととられがちな「会費徴収」「役員の輪番」「回覧板」
「定例会議」という決まりをなくし、「自治会費は0円」「連絡は
メールやアプリを活用」「役員や委員の立候補制」「やりたい活
動をするための委員会制（分科会）」「会議はITツールを利用」「無
料のホームページを活用したWeb対応」等の体制をとっていま
す。
　役割分担という形の参加型であれば忙しくても活動に関わり、
運営を回すことができます。ネット配信の活用は、町の情報を
スピーディーに共有し、時間や場所に縛られることなく、迅速
に幅広い住民から意見集約を行えます。また、イベント開催に
も力を入れています。今後も引っ越してくる人が増える町だか

らこそ、顔見知りを増やしたいと思っている方も多いようです。
運営メンバーは、30～ 50代の働き世代が中心ですが、一方で
ご年配の方々が温かい言葉をかけてくれます。いつも見守って
くれ、協力的な方がいるということは自治会を支えているもう
ひとつの大きな柱であり、運営メンバーの励みとなっています。
　自分たちの住む町を良くしていくためには、やはり自治会の
存在は大切であり、欠かせないものなので、自治会とは「負担
なもの」から「やりがいのある楽しいもの」というイメージに
変えていけるように今後もより良い仕組みづくりを目指してい
きます。住民の声から始
まり、型にはまらず時代
に特化した発想を取り入
れ、町の人と一緒に作り
上げていく、新しいスタ
イルの自治会、それが涼
風町自治会です。

孝岡  知子町の人と一緒に作り上げていく新しいスタイルの自治会町の人と一緒に作り上げていく新しいスタイルの自治会 涼風町自治会
会　長

お　知　ら　せ

あ
か
は
ね
ち
ゃん

貴社の送迎業務を一括して引き受けます！


