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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
T E L0797（32）7530 FAX0797（32）7529

新年あけましておめでとうございます

奥 池 南 町の取り組 み

芦屋ハイランド寿会
会 長

三戸

勝利

奥池南町は芦屋市北部の山間にある面積128ヘクタール、人口800人、383世
帯の町で、別荘などを中心に開発後約40年を経過した住宅地です。町内には奥
池、奥山貯水池、イモリ池などがあり、自然に恵まれた環境となっています。
芦屋ハイランド自治会は平成26年4月第41回総会を開催しました。会員は315
世帯、町内を16班に分け、1年任期・輪番制で班長を選出、班長の互選により
会長以下の役員を選出しています。また長期的課題に対応するため、役員会の
下部組織として環境対策委員会、道路交通問題対策委員会、野良猫等対策委員
会が設置されており、自主防犯・防災会も実質的に自治会の一部として活動しています。自治会最大のイベントは毎年
8月に地蔵盆祭事を兼ねて開催する夏祭りで、老若男女200名以上がヨーヨーゲーム、すいか割り、盆踊り、手品、コ
ーラス、ビンゴゲームなどを楽しみます。自慢はテント張り、提灯つり、飲食物の販売などすべて自分たちで準備して
います。役員は大変ですが、寿会（高年者会）、テニスクラブ、ゴルフ会など町内の全団体が協力して取り組んでいます。
このほか春秋のクリーン作戦、資源ごみの回収、会報「ハイランド

ニュースレター」の発行などを行っています。

芦屋ハイランド寿会は会員数95名で、隣接する奥池町の方も参加されています。主な行事は毎秋に実施する日帰り
バス旅行（自治会共催）、公園清掃、グラウンドゴルフ大会、友愛訪問や奥池集会所での健康体操、コーラス、写経の会、
茶話会、マグダーツ大会、マージャン会、講演会などで、高齢者スポーツ大会など芦老連主催の行事にも積極的に参加
しています。
奥池南町、奥池町よりなる奥池地域福祉活動の中心は民生児童委員、福祉推進委員で、ひとり暮
らしの高齢者の交流会を開催するほか上記芦屋ハイランド自治会、芦屋ハイランド寿会の活動やハ
イランド公園でのラジオ体操の中核メンバーとして積極的に参画し、見守り等の視点から地域福祉
活動を担っています。自治会、寿会も含めて関係者の合言葉は「顔の見えるお付き合い」「気軽に声
掛け」です。これが「まちづくり」のスタートかつゴールではないでしょうか。今後ともみなさま
のご理解・ご協力をお願い申し上げます。

共同募金へのご協力ありがとうございました。
赤い羽根共同募金の街頭募金に芦屋スカウト育成会、
市内中学校生徒会、県立芦屋高校自治会の若い世代の皆
様にご協力いただき、芦屋市共同募金委員会に208,694
円の募金を頂戴いたしました。
また、西蔵町のもちつき大会や高浜町のもちつき大会
をはじめ、たくさんの団体の方に歳末たすけあい募金を
頂戴いたしました。
なお集まった歳末たすけあい募金をもとに、12月19
日に社協役員と共同募金委員会役員にて、高齢者、障が

自治会の皆様
県立芦屋高校

い者及び児童施設・団体へ配分金をお届けしました。
西蔵町もちつ
き大会での募
金

活動の様子

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。
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ストップ・ザ・無縁社会

芦屋市社会福祉協議会では、今年度もキャンペ
ーンに協賛し、地域での見まもり、つながりにつ
いて考えるため、地域フォーラムを開催します。

全県キャンペーン

平成26年度第3回地域フォーラム

〜地域での見まもり、つながり、たすけあい〜

現在社会は、家庭や地域、職場などでのつながりや支え合いが薄れ、
「孤立死」などが問題となり、無縁社会と呼ばれています。

●と

そのような状況を食い止めるため、兵庫県では、

午後1時30分〜 3時45分

●ところ：保健福祉センター 3階 多目的ホール
芦屋市呉川町14−9
●内 容：基調講演 甲南女子大学 准教授 鈴木 大介氏
地域活動者による座談会
●お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会
TEL：0797−32−7530

「ストップ・ザ・無縁社会」全県キャンペーンを展開しています。
≪キャンペーン推進期間≫

き：平成27年3月6日（金）

平成24年度から平成27年度

お気軽にご参加ください

株式会社 布亀 と見まもり協定を締結しました

芦屋市と、芦屋市社会福祉協議会、株式会社 布亀 は、協力事業者による高齢者見
まもり協定を締結しました。12月22日に締結式を行い、活動をスタートさせています。
株式会社 布亀 は、置き薬の事業と、牛乳配達という直接ご自宅を訪問する事業を行っております。訪問時に接する高齢者の「いつもと
違う」様子に気づいた場合に、高齢者生活支援センターが状況に応じて訪問し、安否確認などを行うことを目的にしています。
協定はコープこうべに引き続き2つ目の事業者になります。
社会福祉協議会では、協定とは別に、協力事業者の登録をお願いしており、12月31日現在、60事業者の登
録をいただいております。今後、協力事業者による連絡会の開催や、この取り組みの啓発を行うことを通して、
協力事業者の拡大や、見まもり活動を地域に広げることを目指していきます。

集中

受講生募

芦屋市ファミリー・サポート・センター
日

〜あなたのやさしさ・
あなたのパワーを子育て支援に!! 〜

時

テ

ー

マ

講

師

1月19日(月) オリエンテーション
9：15〜11：30 おいしくて楽しい食事

社協事務局
市栄養士 林

1月21日(水) 子どもの健康と発達
9：30〜11：30

市保健師
田中 佐代子 氏

幸代 氏

1月23日(金) 子どもの遊びと絵本 市保育士
協力会員として子育てに協力してくださる方を募集してい 9：30〜11：30
山下 郁実 氏
ます。右記の講座をすべて受講後、“夕方保育所へのお迎えと
1月26日(月) 保育のこころ
すくすく学級
預かり"や“おけいこの送迎"など、ニーズにあわせて活動して 9：30〜11：30
原田 晴子 氏
いただきます。「子どもが好き！」「子育ての経験を活かして
1月28日(水) 事例発表
ファミサポ サブリーダー
何か始めてみたい！」という方は、是非、ご参加ください。 9：30〜11：30 説明と登録
〃
アドバイザー
特に山手小学校区・岩園小学校区の方、お待ちしています。
1月30日(金) 緊急時対策と応急処置 消防本部
●定 員：40名
9：30〜11：30
救命救急スタッフ
●託 児：先着10名 生後6ヶ月〜《有料 1回 200円》
場 所 保健福祉センター（呉川町14−9）3階会議室1
(託児室：2Ｆサブプレイルーム、ただし23日、28日は3階会議室2）

会 人形劇

流
ファミサポ交

はらぺこあおむし
子どももおとなもみんなで
楽しいひと時を過ごしましょう。
ご家族、お友だちを誘って遊びにきてくださいね。
たくさんの笑顔に出会えるのを楽しみにしています。

●日

時：平成27年3月14日（土）
10：00〜11：30 受付開始 9：45 〜
●会 場：保健福祉センター 3階 多目的ホール
●対 象：ファミサポ会員とその子どもたち・子育てに関心のある方
●内 容：人形劇「はらぺこ あおむし」他と意見交換
●出 演：人形劇団 おまけのおまけ
●参加費：無料

●申込み・お問い合わせ：芦屋市社会福祉協議会 芦屋市ファミリー･サポート･センター
9：00〜17：30（土日祝除く） TEL：0797−25−0521

福祉相談窓口 の ご案内
専門の相談員が、様々な相談に対応しながら、必要に応じて各専
門機関に繋ぎます。「困っているけど、どこに相談したらいいの？」
「通りかかったついでに聞いてみたいんだけど」等…日常生活の悩
み、心配事、そのままお話しください。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。

福祉の総合相談窓口

●時
●場
●電

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

まごのて出張相談

●実施日：毎月第2・4金曜日 14：00〜16：00（祝日除く）
●場 所：まごのて〜打出いこいの場〜 打出商店街内
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ボランティア活動センターコーナー

おめでとうございます あし笛 緑綬褒章授章

﹁ 要 約 筆 記 ﹂を 体 験
し て み ま せ んか？

あし笛は昭和50年10月以降、視覚障がい者を対象に「広報
あしや」
（月2回）、
「市議会だより」
（年4回）、
「社協だより」
（年
4回）、
「ウィークリーニュース（天声人語）」
・
「週刊東洋経済」
（各
毎週1回）、
「朝日歌壇」
・
「俳
壇」・「私の履歴書」（各月１
回）・「話のポケット」（月２
回）などを録音、テープ発
送されています。
音訳物は、約60人の方々
と山口県立図書館をはじめ
要約筆記とは、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ボランティアです。
ボランティアグループ「要約筆記芦屋」では一緒に活動
していただける方を募集しています。
どなたでも参加いただける、一日体験教室を行います
ので、ふるってご参加ください。

一日体験教室
●日 時：平成27年2月18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
●参加費：無料
●申込み・お問い合わせ：
2月13日（金）までに、社会福祉協議会ボランティア
活動センター TEL：0797−32−7525

義 援 金 へ のご協 力ありがとうございました
長野県南木曽町豪雨災害義援金に2,152円、兵庫県丹波市豪
雨災害義援金に41,784円、広島県豪雨災害義援金に27,154円
をそれぞれの県へ送金させていただきました。

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました
10/17 10,000円
11/20
5,000円
12/9
10,000円

三浦朋子
手づくりクッキーふーみ
打出浜コープ委員会

（敬称略）

品川・横浜中央などの図書館、光文庫、神奈川県ライトセンター、
あしや喜楽苑などに発送し、芦屋市内の視覚障がい者だけでは
なく広く全国の視覚障がい者の社会参加を促進するための活動
をされています。
また、最近の活動では、CD
などのデジタル図書の音訳や
芦屋市立図書館において、月1
回から2回程度、視覚障がい者
への対面朗読にも取り組んで
おられます。

芦屋点字友の会が（公財）車両競技公益資金記念財団
の助成金により、パソコンを購入いたしました
点字友の会は、47年、視覚障がい者の方に広
報あしや、市議会だより、社協だより、時刻表、
カレンダー、選挙時の通知等を点訳して送り、
利用していただいています。また、視覚障がい
者の方や小学生に点字講習もしています。
現在は、ほとんどがパソコンで入力をし、点字プリンターで印刷
することが多くなっています。このたびパソコンが古くなった為、
パソコンを購入し、これからの活動に役立てていきます。

「芦屋市権利擁護支援フォーラム」のお知らせ
『「はたらく」をかたちに！
〜地域で取り組む生活困窮者支援〜』
●日 時：平成27年2月21日（土）13：00〜16：30
●場 所：保健福祉センター 3階 多目的ホール（定員100名）
基調講演 「生活困窮者自立支援法の理解と制度がめざすもの」
講
師 日本福祉大学 社会福祉学部 教授 平野 隆之 氏
パネルディスカッション
「生活困窮者支援と地域づくり〜皆でみんなを支え合う〜」
●参加費：無料
●お問い合わせ：芦屋市権利擁護支援センター
TEL：0797−31−0682

社協会費へのご協力ありがとうございます

※掲載希望者のみ

普通会員 509名（金額575,000円） 団体会員 74団体（金額250,000円）
期間中に加入した人数（194）
向井 節子
赤司 勝
加藤 純子
大崎 敏雄
生松 達郎
中西 豊美
西浦 万里子
和田 敏子
小林 教子
山本 節子
杉田 倶子
小笹 昭子
島 サヨミ
森
博
郡司 みはる
嶺山 祥子
山本 武子
姉川 昌雄
森田 信昭
舟橋 美代子
北山 靖子
西岡 寿美子
村川 武彦
村川 とし子

皆川 恵美子
村上 ミドリ
鈴木 一生
吉田 純一郎
杉村 嘉宏
久保崎 進
山村 直子
下中 紀邦
加藤 順子
井上 都志弘
大﨑 洋二
吉田 清子
三浦 朋子
平沢 ちゑ子
中野 義雄
酒井 喜美子
浅川 幸子
今川 真知子
池本 仁子
三浦 亜衣
笹川 範子
鈴木 晋也
小川 博子

期間中に加入した団体（50）

東山町自治会
I LOVE ASHIYA
呉川町町内会
呉川寿康会
託児芦っ子
陽光会老人クラブ
打出町自治会
㈱永瀬
芦屋市老人クラブ連合会
あしや聖徳園
神戸パイロットクラブ
アクティブライフ芦屋
アクティブライフ山芦屋
ロングライフ芦屋
あゆみ保育園
海洋町1街区自治会
あじさいの会
㈱ディス
甲南文化住宅㈱
芦屋輪業社
さくら保育園
「愛しや」
㈱ケアコミュニケーションズ

会員 627名（1,163,000円）

（平成26年8月21日〜12月31日現在）

芦屋浜千草会
福田印刷工業㈱
前忠工業㈱
芦屋ボランティア連絡会
図書館友の会
(社福)千草会
芦屋手引きボランティア
神戸SC開発㈱
夢工房
宮塚若葉会
川西町寿会
三田谷治療教育院
浜風町1街区自治会
芦屋市商工会
芦屋ライオンズクラブ
芦屋市婦人会
㈱メディケアプランニング
㈲イズミ泉塾
㈱芦屋市都市管理
浜風(3)住宅団地管理組合
田中金盛堂
手話歌グループあしや
三条地区福祉委員会
芦屋ロータリークラブ
芦屋市医師会
大原町自治会

あしや喜楽苑
山芦屋町自治会
公寿会
杵屋

賛助会員 10名（金額17,000円）
期間中に加入した人数（4）
伊藤

瞳

特別会員 34名（金額321,000円）
期間中に加入した人数（19）
井上保子
西山町自治会
パズルクラブ鈴木美紀
芦屋市シルバー人材センター
芦屋浜第1住宅自治会
芦屋アラベラの家
矢持 美佳
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問

各地区福祉委員会コーナー

精道地区福祉委員会の取り組みについて
精道地区福祉委員会

福井

代表

光

問

題

アとイのマスに入った数字の掛け算
の答えはいくつでしょう？

ルール

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。

精道地区は、12町41名で活動しています。
主な活動としては、地域の見まもりの一環として、
精道小学校校外児童会・ふれあい給食・コミスク夏
祭りに参加しています。
高齢者のつどいは各町にて、お食事会・物作り・
おしゃべり会などを行っています。
生きがいデイサービスは、「ふれあいサロン」と名
づけ、年６回開催し、ゲーム・カラオケ・体操等を楽しんでいただいています。
その他、委員会の活動は、４町ごとにまとまった３つのグループを作り、地区福祉
だより「こでまり」の発行に従事する広報班と、年２回の研修を企画する研修１班、
研修２班を持ち回りで担当しています。
今年の研修では、高齢者生活支援センターより説明を受けたり、「第８回全国校区・
小地域福祉活動サミット at 関西学院大学」に参加しました。
今年度は、新・旧の入れ替わりが多くあったため、今後は新委員の皆様との親睦を
図りながら団結していきたいと思っています。

実施日

プログラム

指

申込み開始

1月23日（金） 指あみマフラーで脳トレーニング 黒谷

静佳氏

申込み中

2月13日（金） 指あみで花のブローチを作ろう！ 黒谷

静佳氏

2月2日（月）

2月27日（金） 指あみでかわいいくまさん

黒谷

静佳氏

2月2日（月）

3月13日（金） イチゴのプレートを作ろう！

松本

慶子氏

3月2日（月）

●時 間：10：30〜11：30（2/13は12時まで）
●場 所：保健福祉センター 1階 高齢者交流室
●対 象：60歳以上
●参加費：100円
●材料費：別途
●定 員：15名
●キャンセル：開催前日までにお電話連絡お願い致します。なお、当日のキャンセルは
参加・材料費を頂戴致しますので、予めご承知おき下さい。
●申込み：上記申込み日の9：00 〜 TEL：0797−32−7530(先着順)
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次の□に漢字を入れてください。

応募要領

②□面着陸

はがきに
（ 問1、問2 いずれでもかまいません ）

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。
（2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(10月号)クイズの正解は、
【問1】9＋8＝17
（すすぐ）③かんなづき でした。
【問2】①そよぐ ②そそぐ
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。
クイズ回答者紙面感想より
共同募金の使いみちが解って良かった。

認知症ワークショップ・ステップアップ講座

エントランス
コ ン サ ート

懐かしい記憶に働きかける「回想法」

●場 所：保健福祉センター エントランスホール
・1月25日（日）14時〜 和みのヴォカーレ（女声アンサンブル）
出演：アンサンブル・イソジーナ
・2月22日（日）14時〜 昼下がりのコンサート
〜クラリネットとピアノの調べ〜
出演：見掛 綾子・藤瀬 牧美
・3月22日（日）14時30分〜 音の宝石箱Ⅴ（ピアノ独奏）
出演：金澤 佳代子
●お問い合わせ：福祉センター TEL：0797−31−0612

あおやま菓匠

6 1 3
7

①□真□銘

導

あしや最中

9
4

問

ワンコインサロン

ナンプレ

●日
●場
●講

時：平成27年2月26日（木）14：00〜16：00（13：30受付開始）
所：保健福祉センター 3階 会議室1
師：津田 理恵子 先生（神戸女子大学 健康福祉学部
社会福祉学科 准教授）
●対 象：認知症サポーター養成講座受講者・認知症に関心の
ある方（定員：60名）
●参加費：無料
●申込み：2月2日（月） 芦屋市社会福祉協議会
TEL：0797−32−7530 FAX：0797−32−7529

〔広告〕

〔広告〕

慶弔菓子、赤飯、餅、その他
ご注文受けたまわります

芦屋市呉川町2-17
TEL 31-5767 FAX 34-5767
営業時間 8：00〜19：00
定休日 毎週火曜日
香櫨園店

西宮市中浜町1-37

TEL/FAX 0798-26-6487

次号は2015年4月発行予定です。

全 日 本ト ラック 協 会 加 盟

-511-218
太陽引越センター ( 0120
)
(
)
TEL

神 戸 市 東 灘 区 深 江 浜 町 1 38番

FAX

078 441 1121 078 441-1127

