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川西市立壱護老人ホーム；

養護老人ホームは、現在置かれている環境での生活が難しく、また経済的にも

家庭で生活することが困難な65歳以上の方が入所出来る施設です。よく似た

名称の特別養護老人ホームは、施設と利用者との契約で入所となりますが、養

護老人ホームへの入所については福祉事務所長の決定が必要となります。

【利用者コメント】

大きな声で歌をうたってくれ

たり、一緒に短冊に願いを書い

たり、とても楽しかった。みんな

元気いっぱいでかわいかった。

子どもたちのたくさんの願い

事が叶いますように。

も1…満寿荘（七夕まつり）

満寿荘では、1年を通し様々な行事を行っ

ています。7月7日（火）には、近隣の幼稚

園の園児さんと七夕まつりを行いました。

願い事を書いて

たくさん飾り付け

をしました～♪

その他にも、毎月多くのボランティアさん

の協力を得て実施しているクラブ活動や、自治会と共催

で行われる盆踊りなど、地域との交流も行っています。

4…シヤーちゃん・キョーちゃんがゆく！ぶらり二人旅⑭

く　2…社会福祉協議会新体制でスタート　5～6…ボランティア情報
じ3…26年度事業・決算報告　　　　　6～7…掲示板　　　　8…善意銀行・ボランティア基金だより
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社会福祉協議会役員・評議員新体制でスタート

本会役員及び評議員の任期満了に伴い、新たに理事16名、監事2名、評議員42名が夏期の名簿のとおり

選任されました。会長には安田末虞理事が選ばれました。

新たなスタートに際し、安田会長の挨拶と大塩市長よりいただいた応援メッセージをご紹介します。

暮らしつづける想いが叶う

まうづくりをめざして

川西市社会福祉協議会会長

安田末廣

住民の皆さまには、平素より本会事業にご支援を賜り厚くお

礼申しあげます。

さて、この度役員の改選によりまして、会長という重責を担

うことになりました安田でございます。本会も、昨年設立60

周年を迎え、気持ちも新たにより一層の飛躍ができるよう推進

したく考えています。様々な福祉課題を解決するには、公助・

自助・共助がうまく結びつくことが求められます。本会としま

しては、地域福祉を推進する団体としての特徴を発揮して、地

域住民の皆さまとともに、福祉課題の解決に向けた取り組みを

行い、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる川西市をめざ

してまいります。

事業の推進には、役職員が一丸となり全力で専心する所存で

すので、皆さまの一層のご理解、ご協力をお願い申しあげます。

魅力ある

「あんばいええまうかわにし」

を発信

川西市長　大塩　民生

市民の皆さまには、日頃より、福祉施策の推進にご理解とご協

力を賜り、心よりお礼申し上げます。

さて、本市では、現在、市民の満足感ヰ福感の向上に向けて、

定住志向の強い、誰もが誇りうるまちづくりを進めています。す

ぐそばに多様な魅力があり、都市と自然のバランスが絶妙な本市

の特徴を「あんばいええまちかわにし」として、その魅力を発

信しています。すでに、一部地域におきましては、高齢化率が

40％を超えており、若者世帯の流入定住化を促進する施策など、

子育て・介護等の共助を推進しています。このような状況の中で、

社会福祉協議会の活動は、行政のパートナーとして福祉のまちづ

くりに欠かすことのできないものであり、安田会長をはじめ新役

員の皆さまのご活躍を心から期待しております。

今後とも、さらなるご理解とご協力、ご支援をよろしくお願い

いたします。

＊役員名簿（任期：平成27年7月1日～平成29年6月30日）

会　長　安田末麿　学識経験者（自治会・福祉活動）　　　　理　事　来家明子　川西市介護保険サービス協会幹事（福祉施設）

副会長　松尾幸恵　　川西市民生委員児童委員協議会連合会会長　　　′′　　牛尾　巧　川西市教育長

副会長　川井康男　　清和台地区福祉委員会委員長
副会長　吉永京子　　川西市コミュニティ協議会連合会理事

常務理事　今北延行　　学識経験者（福祉行政）
理　　事　高木清美　　久代小地区福祉委員会委員長

〝　　　佃　　義康　　多田東地区福祉委員会委員長

〝　　　片峰純子　　東谷地区福祉委員会委員長

〝　　　上田アキ子　　川西市ボランティア連絡協議会会長

本田美代子
尾上豊子
岡崎由美子
阿部信雄
酒井　　弘
植杉軍市
山口嘉弘

〝　　寺田隆夫　川西市障害者団体連合会会長

〝　　小柳敦子　学識経験者（ボランティア活動・市民活動）

〝　　根津倫哉　川西市健康福祉部長

〝　　駒井　守　学識経験者（福祉行政）
〝　　西田義治　緑台ディサービスセンター所長兼緑台老人福祉センター所長

監　事　後藤哲雄　学識経験者（社会福祉分野）
〝　　岩崎建四　学識経験者（経理分野）

＊評議員名簿（任期：平成27年6月1日～平成29年5月31日）

久代小地区福祉委員会

加茂中地区福祉委員会

川西小地区福祉委員会

桜小地区福祉委員会

北小地区福祉委員会

明峰小地区福祉委員会

多田地区福祉委員会

冨田昌宏　　　多田東地区福祉委員会
高田朋治　　　グリーンハイツ地区福祉委員会

西口幸子　　　清和台地区福祉委員会

津山芳子　　　けやき坂小地区福祉委員会
井上　　馨　　　東谷地区福祉委員会

進藤恵子　　　大和地区福祉委員会
中島秀明　　　北陸地区福祉委員会
森田昌彦　　　川西市介護保険サービス協会（福祉施設）
上津公平　　　川西市介護保険サービス協会（事業所）

森寺美由紀　　　川西市手をつなぐ育成会

篠木玲子　　　川西市身体障害児者父母の会

神村治子　　　川西市身体障害者福祉協会

松川千賀子　　　川西市婦人共励会

井野口昌孝　　　川西市老人クラブ連合会

哲藤悦子　老人をかかえる家族の会川西
岡　　留美　川西市議会
中村健次　川西市子ども会連絡協議会

中井成郷　川西市P．T．A．連合会

田中利彦　川西市青少年補導委員会

梅沢信広　川西市立特りJ＼・中学校長会

宮崎栄二　川西市医師会

横田雅之　川西市歯科医師会
藤本高弘　川西市薬剤師会
望月　　潔　川西市商工会

荻野吉治
岡　　康栄
瀬戸夏輝
荒木敏雄
西　佳子
細見幸己
高面　　忍
藤原　　薫

川西中央ライオンズクラブ

川西猪名川ロータリークラブ

川西青年会議所

兵庫六甲農業協同組合

川西市ボランティア連絡協議会

川西市民生委員児童委員協議会連合会

ひまわり荘家族会

川西さくら園保護者会

三井ハルコ　学識・福祉経験者（NPO法人　市民事務局かわにし）

高木冷子　学識・福祉経験者（NPO法人　ぬくもりの家）

長江美知枝　学識・福祉経験者（ファミリーサポートセンターサブリーダー連絡会）
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シヤーちゃん
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キヨーちゃん

まずは、社協設立60周年記念社会福祉大会の開催。

市社協や合併した旧事業団の長い歴史押感じられ3

年だったんだま。

これまで積み重ねてきた地域福祉押こらに発展す3機芸

になったらいいね。

川西さくら園やさくらんぼの事業押拡充されたんだって？

その他の収入
6，260，334円　0．52％

会費収入
10，833，904円　0．91％

就労支援事業収入
18，034，751円1．51％

投資有価証券売却収入
37，000，000円　3．10％

老人福祉事業収入
84，740，330円

7．10％

積立資産取崩収入
3，423，785円　0．28％

寄付金収入
乙057，033円　0．17％

受取利息配当金収入
1，050，182円　0．09％

当期資金収支差額
26，653，138円　2．23％

収入合計

11億9，384万2，585円

173，092750円
害福祉サービス等事業収入

324，574，072円

自立支援事業（すこやか）
25，979，094円　2．18％

53，263，657円　4．46％

26年度より、新会計基準を適用しています。
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今回は大和地区と川西小地区へ！地区福祉委員会の活動をのぞいて来たよ！

“向こう三軒両隣”

昔はどこのまちでもお互いが何かと助け合ってきた良き習慣、「向こう三軒

両隣」がありました。大和地区福祉委員会もそんな、つながりとゆるやかな見

守りのあるまちづくりをめざしていますム

高齢化だから出来ること

大和地区は、昭和40年代に開けた閑静な住宅地で、市内で最も高齢化率

の高い地区ですふ大和地区福祉委員会は昭和58年に結成され、現在126名

の福祉委員がいますが委員の高齢化も進んでいます。しかし、高齢者だから出

来る活動があるはずだと前向きに捉えています。活動には、大和地区独自の制

度である福祉協力員の存在も欠かせません。一人でも多くの人が出来る範囲

で出来ることをする事が大切だと思います。

新たな取り組み！“かいごカフェ”オープン
介護する方、される方、みんなの集いの場が‘かいごカフェ’’です。孤立しがちな介護者が気軽に立ち寄れて息抜きでき

る場所を作ろうと今年6月にオープンしました。介護で悩んでいるのはあなただけではありません。ぜひ、一度、お越しく

ださい。

日　時：毎月15日（8月休み）午後1時半～4時まで

会　場：第2自治会館　　　飲み物代：100円

《大和地区福祉委員会　TEL：072イ95－2941平日10時～12時》

“地域住民のつながりが大切！”

平成25年からの5力年計画である、第3次地区福祉計画の福祉目標である
「安全・安心・感謝の心　みんなで支え合う地域作り！」をめざし、様々な住民

交流事業等を開催し、rつながり」の気持ちを大切にまちづくりに取り組んでいますム

多様な福祉事業の展開

川西小地区には、川西能勢口、」R川西池田駅を中心に大型店舗などの商業施設、各種病院等が点在しており、子育

て中の家族や高齢者にとっては、住みやすいまちのひとつです。

平成17年に川西と川小南地区福祉委員会が合併し、現在の福祉委員会が形成され、現在82名の委員が活躍してい

ます。大和地区同様、委員の高齢化に加え、福祉の担い手の人材不足も進んでいますが、活動は認知症予防・啓発・支援

事業や障がい者（児）ふれあい広場の開催など多岐にわたって展開しています。

平成27年度は、新規事業として、ふれあい喫茶をオープンしました。

“ふれあい喫茶なごみ”オープン

福祉委員の話も気軽に聴けて、お茶も飲むだけでなく、人や地域がつながる

場。そんな想いをこめて「ふれあい喫茶なごみ」が7月にオープンしました。

地区内にお住まいの方ならどなたでもお越しいただけます。お気軽に是非お

越しください。

日　時：毎月第1月曜日　午後1時半～4時まで

会　場二小花会館　　　飲み物代：無料

《お問合わせ　川西市社会福祉協議会　TEL：072－759－5200》
笑顔溢れて～オープン時の様子～
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シャイン・フット（ドックセラピー）
＼

1995年の阪神大震災をきっかけに活動を始めましたシャイン・フットは、楽しくワンちゃんと

ふれ合いながら、人の心の扉を開いていくことを目的に活動しています。

主に高齢者施設や幼稚園、知的障がい者施設などへ訪問し皆さんの心を癒してくれています。

点字ボランティア入門講座（全10回）

＼～視覚障がい者への情報提供活動を経験してみませんかT／ノ

日　時：9月8日（火）～11月24日（火）

毎週火曜日

各回とも午前10時～正午

場　所：ふれあいプラザ4階ボランタリ・．フロア

受講料：2，080円（テキスト代1，080円込）

講　師：点字グループリんどう

定　員：先着20名、定員に達し次第締め切り

（市内在住者を優先）

申込み：9月1日（火）までに

ボランティア活動センターまで

了ボランティア1日体験教室（土曜日開催）＼

＼＼了学生さん、勤労者の方もこの機会にいかがですか！～ノ

日　時：9月19日（土）手話体験と聴覚障がい者のお話

午後1時半～午後3時半

場　所：ふれあいプラザ4階ボランタリーフロア

受講料：無料

講　師：手話サークルパピヨン

定　員：先着15名、定員に達し次第締め切り

（市内在住者を優先）

申込み：前日までにボランティア活動センターまで

ドックセラピーです。

僕の仲間をなで

たり、抱っこした

りして可愛がって

くださいね。

芸も見せてくれま

すよ。

お問い合わせは次ページ中段の

ボランティア活動センターまで

′′／いのちとこころのセミナーボランティア講座（1回目）＼＼

日　時：9月5日（土）

午前10時～正午

場　所：ふれあいプラザ4階ボランタリーフロア

内　容：地域にほほえみや笑いを引き出すサポーター養成

受講料：無料

講　師：ほっとほほえみ

定　員：先着70名、定員に達し次第締め切り

（市内在住者を優先）

申込み：9月4日（金）までに

ボランティア活動センターまで

平成27年度県民ボランタリー活動助成
～エントリー書、ただ今受付中ト　　　　　／

＿　　　－－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一＿一　＿　▲＿　一一　ノ／／

申請条件を満たしているボランティアグループに対

し、活動助成をおこなっております。

今年度の助成金の交付をうけようとするボランティア

グループは、エントリー書（事前申し込み）を提出する必

要があります。

エントリー書は、ボランティア活動センターにてこ用意

しておりますので、下記受付期間にエントリーを！

受付期間：7月1日（水）～8月31日（月）
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′／′無ラ

＼、＼

ンティア活動相談（毎月第3土曜日に開催中）＼
～これからの活動を考えている方！

＼
先輩ボランティアに相談してください～　　ノ
＿一＿ん＿、ゝ、〟¶▼Wr〉▼′＿†＿▼「【¶＿「＿▼▼　　　　　　　ノ

日　時：毎月第3土曜日

午後1時半～午後3時半

場　所：ふれあいプラザ3階

申込み：前日までにボランティア活動センターまで

ボランティアに

関心のある方、
一度ご相談にお

越しくださいね！

出前ボランティア講座（随時開催中）、

㌧～ボランティアグループ等が訪問して講座を行います～

本センター登録のボランティアグループ等が企業

やPTA、自治会、子とも会などを対象に開催します。

内　容：①点字

②車いす

③高齢者疑似体験

④手作り布遊具（残り1グループ）

⑤避難所運営ゲームHUG

⑥ネイルボランティアの育成

⑦要約筆記

定　員：5－20名程度

申込み：2か月前までに希望日を複数あげていただき、

グループと調整します。

申し込み・問い合わせ先：Jtl西市社会福祉協議会ボランティア活動センター　電話（759）5200　FAX（759）5203

‡666－0017　川西市火打1－1－7（ふれあいプラザ3階）EメールVC＠k－Shakyo．or．jp　ホームページアドレスhttp：／／www／k・Shakyo．or．jp／

まちの子育てひろばの

共同募金助成金のご案内

地域における子育て支援を日的に、親子が交流する

場の提供などを川西市内で行っているまちの子育てひ

ろばに共同募金配分金を助成いたします。希望される

まちの子育てひろばは、本会にご連絡ください。

助成金額　総額　880，000円

（参考／平成26年度45ひろばに対して19，800円配分）

締切日：平成27年8月31日（月）

期日までにFAX、メールもしくは電話にてお申し

込みください。

FAX、メールの場合には本会ホームページより希望書を

ダウンロードして全項目を明記の上、送ってください。

申込み：川西市社会福祉協議会

地域福祉チーム担当：北村、高橋

TEL：（072）759－5200

FAX：（072）759－5203

URL：http〟www．k－Shakyo．or．jp

メールアドレス：tiiki＠k－Shakyo．or．jp

ファミリーサホ⊥トセンタ〆

平成12年のセンター開所から今年で15年目を迎

えました。これからも地域の子育て支援の一端を担

えるように取り組んでいきたいと思います。

会員も募集中です！

子育ての応援したい方、お願いしたい方

会員募集中！
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

g仕事や外出の時など、お住乱1の地域の方が、子育て中電

…のあなたをサポート偶力会員さんのお宅でお子様を霊

…ぉ預かりしていただけます。

…（会員制報酬800円／時間）

●　ほんの少し誰かの助けが必要な時、

；サポートを利用してみませんか？

隼轟偏㌔僻細評∵睾轟ザ言㌦予症緑か詳予言

新任職員韓介

山下　慎恵美

総合相談・権利擁護支援チーム

…また、子育て中の世帯を応援したい方、

冨協力会員としてお子様と関わってみませんか！

富※入会説明は随時開催、要予約
●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

甑や㍗彗諭㌦㌔詰毎号蒜㌦紬叛宣戦空げ

6月より福祉サービス利用援助事業の専門員となりました。

判断能力に不安のある高齢者や知的障がい、精神障がいの

ハンディがある方々が、安心して在宅生活を送れるようお手

伝いします。いつも感謝の心をもって頑張っていきたいと

思っています。よろしくお願いします。

頼信㌦㌦詳言藩里謡詔が摘㍗予言甑絆叛言論詔予宣㌦彗詔詔げ
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平成27年度

権利擁護フォーラム2015を開催

日　時：平成27年9月7日（月）

午前10時半～午後0時半

場　所：アステ川西6階アステホール

内　容：r市民が市民を支えるしくみ」

～市民後見人の意義と役割一について

講　師：大阪市立大学大学院教授岩間仲之さん

定　員：300名（先着順）

申込み：電話又はFAXで

川西市成年後見支援センター‘‘かけはし”

TEL：072－764－6110

FAX：072－759－5203

昨年のフォーラムの様子ト

鋸試射×X那離日約諾潤ほほほ喜

成年後見制度定期相談

成年後見制度に関する司法書士による相談を

受け付けています。

専門職からの相談も申し込み可。

毎月先着4名　前週の金曜日までに要予約。

日　時：毎月第3水曜日午後1時～4時

（1人40分程度）

場　所：ふれあいプラザ3階

申込み：社会福祉法人川西市社会福祉協議会

川西市成年後見支援センター‘‘かけはし”

TEL：072－764－6110

鋸離別軋鄭削離日溌ほ潤欄ほほほ

心配ごと相談

身のまわりの心配ごとや悩み・

どんなことでも結構です。

お気軽にご相談ください。

秘密は固くお守りいたします。

【相談日と場所】

○毎週月曜日・木曜日　午後1時半～4時

（祝日の場合はお休みです。）

○月曜日…川西市役所1階福祉推進室　相談室

TEL：740－1328

0木曜日…ふれあいプラザ3階　相談室（3）

TEL：759－8611

※相談室の電話は、相談日のみつながります。

成年後見制度の相談窓口を設置

成年後見制度に関する相談会を下記のとおリ

9月より月1回実施します。

【相談場所と日時】（祝日の場合はお休みです）

①一の鳥居老人福祉センター（川西市長尾町6番17号）

毎月第3月曜日午後1時～3時

②久代老人福祉センター（川西市久代3丁目16番30号）

崇諾告×㌶景※　　試冥XX光景琵′

ピアカウンセリング
「ピア」とは「仲間」の意味です

・陣がいを持つ方が自分自身の体験に基づいて

あなたの悩みを聞き、話し合い、問題の解決や生活

上必要な知識・情報の提供を行います。

・対象は肢体、聴覚、視覚、精神障がいの方

・お子様の相談は肢体及び知的障がい児の保護者の

ピアカウンセラーが対応します

お気軽にお問い合わせください。

※ご利用には、予約が必要です。

申込み：川西市障がい児（者）地域生活・就業支援センター

T［L：072－758・6226

FAX：072－756－6250

メールアドレス：shien－C＠k－Shakyo．or．jp

誓HXXXH≡環　　鍔諾㌶×㌶㌶米′、

川西市若年性認知症の会

りんどう（RING・DO）の会

若年性認知症をご存知ですか？

定例会を下記のとおり開催しています。

●参加を希望される方は事前に連絡を

お願いします。

日　時：毎月第4水曜日1時～3時

場　所：ふれあいプラザ4帽

連絡先：川西市社会福祉協議会

T［L：072－759－5200

川西市中央地域包括支援センター

TEL：072・755－7581
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●預託の部　　一現金－　5月分

善意銀行だより

●払出の部　　一現金－　5月分

団体名・氏名 �金額（円） 
うさぎ自動車 �1，000 

萩原台　はぎの会 �10，000 

新舞踊交流会 �65，232 

恵 �3，000 
一市民 �3，000 

八木下　欒－ �10，000 

串かつあさひ �3，000 

明峰地区地球環境保護を考え実行するルビナスの会 �5，000 

一現金－　6月分

団体名・氏名 �金額（円） 
うさぎ自動車 �1，000 

伊勢　貞夫 �10，000 

高砂会グラウンドコルフ部 �10，000 

恵 �3，000 

川西花格子 �6，000 
一市民 �3，000 

串かつあさひ �3，000 
一市民 �1，000 

竹内行政書士事務所 �1，000 

明峰地区地球環境保護を考え実行するルビナスの会 �5，000 

【お詫び・追加】

前号4月分掲載にもれがありましたので追力D掲載いたします。

申し訳ありませんでした。

－現金－　4月分

団体名・氏名 金額（円）
明峰地区地球環境保護を考え実行するルビナスの会

ボランティア基金だより
団体名・氏名　　　≧　金額（円） 

シルバー1 �1，83‾9 

笹部一市民 �1．000 

内藤 �3，000 

（敬称略Ⅷ頁不同）

払出内容 �金額（円） 
県営川西下加茂高層住宅自治会（指定払出） �10，000 

修学支援（中学校） �50，000 

一現金－　6月分

払出内容 �金額（円） 
修学支援（小学校） �50，000 

修学支援（中学校） �81，834 

低所得世帯修学旅行費一部補助（中学校） �100，000 

その他払出（1件） �5，000 

●預託の部　　一物品－　5月分

払出内容 �内容及び数量 

一市民 �下着102枚、T字帯31枚、 タオル20枚、ガーゼ28校 

つるや薬局 �ケアシューズ21足 

●払出の部　一物品－　5月分

皆さまの善意をお願い致します

善意銀行振込先 

☆三井住友銀行川西支店　普通　3242392 

☆池田泉州銀行川西支店　普通　4859932 

フク）カワニシシシャカイブクシキヨウデカイ 

口座名義　福）川西市社会福祉協議会 

ボランティア基金振込先 

☆三井住友銀行Hl西支店　普通　3680948 

☆池田泉州銀行川西支店　普通　4859933 

フク）カワニシシシ相イブクシキ］ウ‡、、カイ 

口座名義　福）川西市社会福祉協議会 

●あとがき●4歳になる子どもに最近聞かれます。「パパは何のためにお仕事をするの？」その度、子どもには仕事の楽しさを伝えるよう心がけています。

仕事をする意味、日頃から意識していなければ答えに困ってしまいますね（笑）仕事に限らず、時々は立ち止まり、自分が取り組んでいることへの姿勢を

点検してみると新しい発見があるかもしれません。夏も折り返してす。体調に気を配り、暑さを乗りきりましょう！

この用紙には再生紙が含まれています。　　社協かわにしには、みなさまからの社協会員会費、赤い羽根共同募金配分金が活用されています。

地
域
の
助
け
合
い
は
自
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会
と
連
携


