社協 かわにしには、皆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｡
181号

平成30年10月1日

発行

発行：社会福祉法人 川西市社会福祉協議会

福 祉 目 標 “ 暮 ら し つ づ け る ” 想 い が 叶 う ま ち

10月1日
から

全国で

〒666-0017 兵庫県川西市火打１丁目12番16号 キセラ川西プラザ 福祉棟１階
☎ 072（759）5200 FAX 072（759）5203
URL：http://www.k-shakyo.or.jp/ E-mail：info＠k-shakyo.or.jp

赤い羽根

共同募金運動が始まります！

みなさまからご協力いただいた募金は、翌年度に川西市社会福祉協議会に配分され、川西市内
のボランティア活動や高齢者、障がい者などへの当事者団体支援、子育て支援など、様々な地域福
祉活動に幅広く役立てられます。
また兵庫県内の社会福祉施設やボランティア団体、災害時の準備金などに活用されます。

か わ に し

下記の日程で街頭募金を行います。

お出かけの際にみかけられましたら、是非ご協力を！
○川西能勢口駅周辺

10月1日（月）10時～、14時30分～
10月13日（土）10時～、14時30分～

○イズミヤ多田店周辺（13日は、万代多田店周辺も含む）
10月1日（月）10時～
10月13日（土）10時～

もくじ

１……赤い羽根共同募金運動が始まります
２……社協ひだまり基金・共同募金事業 助成申請受付開始
３……事務所移転案内・社会福祉法人連絡協議会設立
４……スポーツの秋・権利擁護講演会・障がい者一日サロン・フードドライブ

きんたくんがやってくる。
10月1日（月）の川西
能勢口駅周辺の募金
活動に、きんたくんが
来てくれます。
会いにきてね。
平成30年度 川西市共同募金委員会ピンバッジ▲

５……認知症 ともに暮らそう住み慣れたこのまちで
６……善意銀行・ボランティア基金だより
７……ふくしの総合相談窓口
８……ボランティア情報・あとがき

平成30年10月１日（２）

第181号

共同募金って何に使われているの？
～赤い羽根共同募金は地域のさまざまな活動に役立てられています～
平成30年度 募金目標額 9,340,000円
小地域福祉活動に
927,000円
○地区福祉委員会活動の支援

○新 た な 地 域 福 祉 活 動 へ の
公募助成

高齢者､障がい児･者
福祉活動に

408,000円

○川西市障害者団体連合会など
当事者団体への助成

はねちゃんニュース
か
あ
清和台わくわくクラブ
代表者

ボランティア活動に
3,003,000円
○ボランティア講座の開催

○ボランティアグループへの

分銅幸江

助成金をいただける事、とて
も感謝しています。
子どもたちに色々な経験をさ
せられるのは、助成金のおかげ
です。ありがとうございます。

助成

児童･青少年福祉活動に 福祉啓発･福祉情報活動に 民間福祉施設や福祉団体等
1,270,000円
1,248,000円
2,484,000円
○子ども会など青少年育成団
体等への助成
○まちの子育てひろば等への
助成

○広報紙「社協かわにし」の
発行
○ボランティア情報「にじ」
の発行

まちの子育てひろばや自主グループへの

歳末たすけあい運動持ち寄り金
による助成金のご案内
地域における子育て支援を目的に、
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と、
こども・若者ステーションに登録され
ている子育て自主グループに、歳末た
すけあい運動持ち寄り金から助成いた
します。
希望されるひろば・グループは市社
協事務局、または市社協ホームページ
から所定の希望書を入手し、ご持参く
ださい。
なお、助成金額は歳末たすけあい配
分委員会において決定されます。
（参考 平成29年度

１ひろば・グループに

つき13,000円配分）

○県内の民間福祉施設及び福
祉団体への助成

▲手作り運動会

地域福祉活動を応援します！
社協ひだまり基金・共同募金事業
助成申請受付開始
社協ひだまり基金・共同募金事業とは、特定非営利
活動法人川西高齢者と歩む会の解散に伴い1,000万円
の寄付を受け平成21年度に設立した社協ひだまり基金
と、共同募金配分金を組み合わせ、地域福祉の向上の
ために行われる新たな事業に対して助成するもので
す。
対象事業

助成の対象
川西市内で特色のある新たな福
祉活動に取り組もうとする５人
以上のグループや団体

助成金額

平成31年度に実施する地域福
祉を推進する特色ある新たな事
業（非営利事業に限る）

対象となる経費

上限金額概ね30万円（１団体
あたり）
総額100万円（予定）

人件費を除いた、地域福祉事業
を新たに実施するために必要な
経費

応募期間
平成30年10月15日（月）～ 平成31年１月15日（火）

締 切 日

市社協事務局、または市社協のホームページから募集要項を入手し、
所定の申請書をご持参ください。

平成30年10月31日（水）
申込み

川西市社会福祉協議会
地域福祉チーム

TEL：(759)5200 FAX：(759)5203
URL：http//www.k-shakyo.or.jp/

メールアドレス：tiiki@k-shakyo.or.jp

平成30年度助成団体及び内容
助

成

団

体

内

容

大和地区福祉委員会

あらゆる世代が集える
新たな居場所づくり

特定非営利活動法人Ｃｏｍｐａｓｓ

ピアカウンセリング機能を
持ったつどいの場づくり

NPO法人育ちあいサポートブーケ

身近な子育て支援情報誌の発行
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平成30年10月１日（３）

社会福祉法人連絡協議会 設立!!
川西市内で老人福祉施設や保育園、障がい者施設などを運営
する社会福祉法人15法人が、９月12日に川西市社会福祉法人

連絡協議会（ほっとかへんネットかわにし）を設立しました。
連絡協議会では、活動分野の異なる社会福祉法人が連携･協働
し、地域の生活･福祉課題の解決に向けたネットワークを形成し
ていきます。

「ほっとかへんネット」とは

「ほっとかへんネット」は、福祉課題を抱えている人たち、福祉に欠ける状況を「ほっとかない！」と
いう社会福祉法人としてのメッセージ(意気込み)を表すものです。社会環境の変化に伴い、福祉ニーズが
多様化･複雑化し､既存の制度では十分に対応できない課題が山積しています。「ほっとかへんネット」
は、地域のほっとけない課題に対して、社会福祉法人が中心となって市区町域、県域で協働するサポート
ネットワークです。

ファミリーサポートセンターからのお知らせ
ファミサポ★クリスマス会
★
12月９日（日）開催！

子育てフェスティバル
出店します！

毎年恒例のファミリーサポートセンター交流会
「クリスマス会」を開催します！会員優先ですが、
ファミサポに興味のある方も参加できます。

毎年、川西市内の子育て関係者が集まるイベントで
す。ファミサポブースでは当日、入会もできますよ！

日
場
対
定

時：12月９日(日) 10時～12時
所：キセラ川西プラザ 文化棟２階
象：ファミサポ会員•ファミサポに興味のある方
員：100名

日
場

時：11月11日(日) 10時～14時
所：アステ川西６階 アステホール

協力会員
募集中!!

かぱ☆うまのライブ

かわにしファミリーサポートセンター
ジュニアチアダンス

昨年のクリスマス会

今年のクリスマス会の内容
・ジュニアチアダンスによるオープニング
・かぱ☆うまによるあそびうたライブ♪
・川西南中学校吹奏楽部による演奏
など、盛りだくさん!!

会員登録には、ご連絡の上、センターまでお越しください。
入会登録と会員説明をさせていただきます。
★問い合わせ★
電 話 （740）6800（平日９時～17時30分）
HP
http://www.k-shakyo.or.jp
E-mail famisapo@k-shakyo.or.jp
新住所 川西市火打1-12-16
キセラ川西プラザ 福祉棟１階

市社協が移転

N

本会本部が９月25日に下記の住所に移転しました。
666-0017 川西市火打１丁目12番16号
キセラ川西プラザ 福祉棟１階

TEL (７５９)５ ２ ０ ０

FAX (７５ ９ )５ ２ ０ ３

（TEL、FAX番号に変更はありません）

旧ふれあい
プラザ

焼き肉店

体育館
キセラホール
消防署
キセラ川西プラザ
福祉棟１階

平成30年10月１日（４）

30年度

平成
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権利擁護講演会を開催します

日

時

平成30年10月２日(火)

場

所

アステ川西 ６階アステホール

定

員

150名（先着順）

申込み

午後１時半～３時半

内

参加費
無料!!

「成年後見制度ってなに？
市民後見人ってなに？」

容

～誰もが自分らしく暮らすために私たちができること～

講

電話･ＦＡＸ･メールにて
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：(764)6110 FAX：(759)5203
E-mail：kakehashi@k-shakyo.or.jp

うのうら

師

鵜浦

なおこ

直子さん

大阪市立大学大学院 生活科学研究科 講師

特定非営利活動法人 西成後見の会 副代表理事
（専門：ソーシャルワーク、成年後見制度）

スポーツの秋
第43回

川西市障がい児童体操教室
参加者募集

みんなの体育祭

【日

時】 10月27日（土）
午前10時～午後２時
【場 所】 川西市総合体育館（雨天決行）
【対 象】 各障害者手帳をお持ちの方
【内 容】 演技やダンス、おかし食い競争など
【申込み】 川障連事務局
☎（７５９）５２００
10月10日（水）締め切り
【主 催】 川西市障害者団体連合会

【日

時】 毎月第３土曜日
午後２時～３時 (８月、12月はお休みです)
【場 所】 川西市温水プール２階 軽運動室
（川西市火打1丁目３－３）
【内 容】 小学生までの障がいのあるお子さんと
介護者を対象にした体操教室
【受講料】 無料
【定 員】 10名（先着順）
【申込み】 ＮＰＯ法人川西市手をつなぐ育成会
☎（７０３）１０２２（徳岡）

◆ボランティア募集中◆

集合時間：午前８時半
持 ち 物：体育館シューズ
※詳しくはボランティア活動センター
まで
☎（７５９）５２００

第
回

17

障がい者週間事業

みんなでからだを
動かそう

障がい者一日サロン

テ ー マ ： ｢ 笑 顔 で 暮 ら そ う ♪ 地 域 と と も に ｣

場

所

内

アステ川西 市民プラザ
(今年から開催場所が変わります｡)

主

催

12月８日（土）

平成30年

午前10時半～午後４時半

容

・障がい者団体による自主生産品販売
・スタンプラリー ・ダンス ・朗読劇
などの予定です。

川西市障がい者週間事業実行委員会

第181号

平成30年10月１日（５）

認知症

ともに暮らそう住み慣れたこのまちで
～自分のため、家族のために～

?
ですか

ご存知

９月21日は世界アルツハイマーデー
認知症への理解をすすめ、本人や家族への施策の充実を目的に9月は世界アルツハイマー
月間として、全国各地で様々な啓発活動がとり行われました。
自分や家族が認知症と診断され、不安や困り事をひとりで抱え込んでませんか？

｢川西市若年性認知症の会“りんどうの会”｣
川西市若年性認知症の会“りんどうの会”は、日々の不安や悩み
事をお互いに話し合い、味方や仲間に出会う交流の場です。毎
月、下記の場所で集まっていますので是非ご参加ください。

例
日

キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室

カフェ『わっか』 （月に３回開催）

☎（759）5200

｢老人をかかえる家族の会川西｣

例

“老人をかかえる家族の会川西”は認知症の方の介護をしている
人や介護経験者などの集まりで、介護者の「しんどさ」を受け止
め、肩の荷を少しでも軽くし、さらにより良い介護ができるよう
にとの思いを込めてお互いに支え合い、助け合う交流の場です。
毎月、下記の場所で集まりがあります。集まりでは、お互い
の経験や情報を率直に出し合って教えたり教えられたりしながら
時には介護、医療、福祉の専門の方にお話を聞いたり、親睦の食
事会などを行っています。
また、介護保険の勉強や介護の仕方、サービスの利用方法な
どについても話し合いを行っています。お近くの場所でぜひ一度
ご参加ください。

連絡先：川西市社会福祉協議会
家族の会代表 斉藤悦子

時：毎月第４水曜日（祝日は変更）午後１時～３時

開催場所：川西市火打1丁目12番16号

日

連絡先：川西市社会福祉協議会

会

日
場

時：毎月第４水曜日（祝日は変更）午後１時～３時
他月２回（不定期）当事者の日と家族の日１回ずつ
詳細については事務局まで

会
時：毎月 第４木曜日 午後１時半～３時半
所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室

たくろーの会
日
場

時：毎月 第３金曜日 午前10時～正午
所：わたなべメンタルクリニック デイケア室
中央町３-６

ひこばえ
日
場

時：第１木曜日(年５回) 午後１時半～３時半
※日時は事前にご確認ください
所：社会福祉法人 川西市社会福祉協議会
一の鳥居老人福祉センター(別館)
長尾町６-17

☎（759）5200
☎（793）1271

このようなことでお困りの方はいませんか？
●福祉サービスを利用したいけれど、どうしたら良いかわからない ●郵便物が届いても、内容がよくわからない
●公共料金など、月々の支払いがうまくできない

●通帳や印鑑をどこに置いたか忘れてしまう

日常生活自立支援事業へご相談ください★
日常生活自立支援事業とは？
判断能力の低下された高齢者・知的障がい者・精神
障がい者の方が地域で安心して暮らせるよう福祉サー
ビスの利用支援や日常的な金銭管理などのお手伝いを
します。

Aさんの場合
【80歳代男性 認知症 ひとり暮らし】
Aさんは、近隣の方の支援や介護保険サービスを利用
しながら、長年一人で暮らしてきました。最近になって
年金が上手く使えず、生活費が足りなくなったり、家賃

本人の利用意思が確認でき、契約能力のある方が対象になります。
利用料１時間600円＋交通費実費（生活保護を受けている方は無
料です）

の支払いが滞るなどの困りごとが増え、支援者から本事

■問い合わせ
総合相談・権利擁護支援チーム

確認などを行っています。Aさんが地域で安心して生活

☎（759）5200

業に相談があり利用につながりました。現在、月に２回
訪問して、生活費をお届けし、必要な支払い、郵便物の
できるよう、関係者が連携しながら支援をしています。

平成30年10月１日（６）
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善意銀行だより
たくさんの善意をありがとうございました。
【預託の部】

【払出の部】

団体名・氏名
７月分 －現金－
うさぎ自動車
新田一市民
喜来我会
恵
一市民
一市民
串かつあさひ
吉永建設（株）
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会
８月分 －現金－
うさぎ自動車
徳栄建設（株）
喜来我会
火打自治会
串かつあさひ
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会
恵
一市民
新田一市民
AU会

金額(円)
1,000
1,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
5,000
5,000
1,000
5,000
3,000
5,000
3,000
5,000
3,000
3,000
3,000
600,000

ボランティア基金だより
７月分
内藤
ササベケーエス
８月分
内藤
ササベケーエス
北陵一市民

団体名・氏名

3,000
2,000
3,000
2,000
3,000

善意銀行振込先

☆三井住友銀行川西支店
☆池田泉州銀行川西支店
口座名義

普通 3242392
普通 4859932

ﾌｸ)ｶﾜﾆｼｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

福)川西市社会福祉協議会

兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨災害義援金

金額(円)
20,000
3,240

【預託の部】
団体名・氏名
７月分 －物品－
金光教 東谷教会 信徒会

内容及び数量
・清拭布 475枚

【払出の部】
内容及び数量
７月分 －物品－
・清拭布 200枚
８月分 －物品－
・清拭布 220枚

《お知らせ》

紙オムツ・紙パンツ等の在庫状況により、ご寄付をご遠慮いただ
く場合がございますのでご了承ください。

ご寄付をいただいた方の“寄付に込められた思い”をご紹介
させていただきます。
川西市の福祉、特に子ども達のために少しでもお役に立てればと微力
ながら協力させていただいております。
有意義に使っていただければ、ありがたく思います。
（徳栄建設（株） 代表取締役 徳田剛哲）
ルピナスは、家庭の不用品を寄付して頂き、市民に買って頂く事でご
みを減らし有用な品物を循環します。
売上金は全て公益活動団体に寄付します。
ルピナスは市民の善意を市民の喜ぶ活動につなげるお手伝いをしています。
（明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会）

ボランティア基金振込先
☆三井住友銀行川西支店
☆池田泉州銀行川西支店
口座名義

義援金のご報告
平成30年大阪北部地震義援金

団体名・氏名

思いを込めて

金額(円)

市社会福祉協議会では、自主的で継続的なボラ
ンティア活動を支援するため「ボランティア基
金」を設置しています。
ご協力お願いします。

７月分 －現金－
その他払出（２件）
８月分 －現金－
その他払出（１件）

普通 3680948
普通 4859933

ﾌｸ)ｶﾜﾆｼｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

福)川西市社会福祉協議会

◆里親出前講座を実施します◆
２０,８５８円
２０,０００円

２２５,１６９円

８月31日までに寄せられました義援金額です。ご協力ありがとうございました。
皆さまからお寄せいただいた義援金は、川西市共同募金委員会を通じて、中央共同募金会や
被災地の共同募金会に送金され、被災された方々の支援に役立てられます。
引き続き義援金を募集していますので、ご協力をお願いいたします。
※「平成30年大阪北部地震」は平成30年９月28日(金)で終了､「兵庫県平成30年７月豪雨災
害義援金」は平成30年10月31日(水)まで､「平成30年７月豪雨災害義援金」は平成30年12
月28日(金)まで募集しています。

里親制度を地域の方に広く知っていただけるよう
『里親出前講座』を随時開催しています。「里親に
なるには資格がいるの？」「短期里親ってある
の？」など、どんな疑問にもお答えします。地域団
体や学校などへお伺いしますのでお気軽にお申込み
下さい。費用は無料です。

お問い合わせ

兵庫県川西こども家庭センター
電話番号：(７５６)６６３３
担
当：筒﨑、河合、中川

第181号

平成30年10月１日（７）

場所：キセラ川西プラザ 福祉棟１階

相談名

ふくしの総合相談窓口
内

容

総合相談窓口

生活上の困りごとなど、
福祉全般に関する相談

心配ごと相談

問い合わせ

※祝日・年末年始は実施しません

曜日

時

間

☎(759)5200

月～金曜日

日々の暮らしにおける悩みごと、
心配ごとに関する相談

☎(740)1328

月曜日

☎(759)8611

木曜日

※月曜は市役所(福祉部相談室)

成年後見制度相談

成年後見制度に関する相談

月～金曜日

午前９時～午後５時半

司法書士による
成年後見制度相談

成年後見制度に関する相談
(第２金曜日までに要予約)

成年後見支援センター
“かけはし”
☎(764)6110

第３水曜日

午後１時～４時

午前９時～午後５時半
午後１時半～４時

日常生活自立支援事業
に関する相談

福祉サービスの利用や金銭管理に
関する相談

☎(759)5200

月～金曜日

午前９時～午後５時半

生活福祉資金貸付相談

低所得世帯や高齢者、障がい者世帯を
対象にした貸付相談
・生業費、技能習得費等
・失業者の生活費等
・学校の入学金や授業料等

☎(759)5200

月～金曜日

午前９時～午後５時半

障がい者虐待防止
相談窓口

障がい者の虐待についての相談

☎(764)6116

月～金曜日

午前９時～午後５時半

ボランティア活動相談

ボランティア活動に関する相談

川西市ボランティア
活動センター
☎(759)5200

月～金曜日

午前９時～午後５時半

第３土曜日

午後１時半～３時半

会員登録と入会説明
(要予約）

かわにしファミリー
サポートセンター
☎(740)6800

月～金曜日

午前９時～午後４時

子育ての不安や発達についての対応
(来園相談は要予約）

川西さくら園
☎(755)1772

月～金曜日

午前９時～午後５時半

同じ障がいを持つ方が自分自身の体験
に基づいて悩みを聞き、話し合い、一
緒に問題解決方法を探したり、必要な
知識や情報の提供を行う。無料ですの
で、お気軽にお問合せください。
(要予約）

川西市障がい児(者)地域
生活・就業支援センター
☎(758)6228
FAX(758)6250
shien-c@k-shakyo.or.jp

第３月曜日

午前10時～11時半

第３火曜日

午前10時～11時半

第３水曜日

午前10時～11時半

第３金曜日

午前10時～11時半

第２金曜日

午後１時半～３時

18歳までのお子様のご相談はこちら
で対応

川西さくら園相談支援
☎(744)7200

第３木曜日

午前10時半～12時

ファミリーサポート
会員登録
子どもの育児・発達相談
ピアカウンセリング

肢体障がい者
視覚障がい者
聴覚障がい者
内部障がい者
精神障がい者
18歳未満の子ども

※川西さくら園

※市社会福祉協議会実施分を掲載しています。

～みんなあつまれ！ボランティアの輪～《拡大版》
「平成30年７月豪雨災害」への支援として
岡山県倉敷市に災害支援ボランタリーバスを運行！
７月31日（火）、市社協が主催した災害支援活動に、川西市ボラン
ティア連絡協議会(Ｖ連)、地区福祉委員会、高校生、かわにし防災士会、
川西青年会議所、川西市職員など21名のボランティアが集いました。
現地では、水を含んで想定外に重くなった家財の運び出しなどの活
動に従事しました。発災から約３週間経過していましたが、復興に向
けた継続的な支援の大切さを痛感しました。

参加されたボランティアの声
☆かわにし防災士会 江見輝男さん☆
豪雨の爪痕がまだまだ残っている真備町に災害ボラ
ンティアの一員として参加させていただき、自然災害
の脅威を感じるとともに、被災された方々に触れ胸が
痛みました。多くの人々の絆に「人を救うのは人だ」
という教訓を身をもって感じて帰ってきました。被災
された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

☆高校生

Ｓさん☆

被災地の様子はニュース等で知っていたものの、目
の当たりにすると、想像以上にひどい状況でした。私
が向かった家は家財や衣服等の多くを廃棄しなければ
ならない状況で、被災された方が元の生活に戻れるよ
うになるまでには、多くの時間と、より一層の支援が
必要だと実感しました。

平成30年10月１日（８）

第181号

あなたも気になるボランティア情報
オープン・カフェッジの開催
日 時：毎月第２金曜日 午後６時～午後８時
場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
参加費：100円(コーヒー代）
対 象：高校生・大学生等(おおむね15歳から29歳)
内 容：仲間づくりや気分転換、おしゃべりがしたい
など、誰でも気楽に立ち寄ってもらえるつな
がりの場として開催しています。

手作り布遊具ボランティア入門講座（全２回）
日

時：10月11日、18日(毎水曜日)
午前10時～12時
場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
講 師：ボランティアいずみ
受講料：500円(学生半額)
材料費：500円
内 容：アンパンマンのパペット作成
定 員：15名(市内優先)
締 切：10月４日(木)

ボランティア活動相談
日
場

ボランティア１日体験教室
学生・勤労者のみなさん、この機会にぜひお越しく
ださい。
日 程：10月20日(土):車イス介助
11月17日(土):点字
時 間：午後１時半～３時半
場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
受講料：無料
定 員：15名(市内優先）
締 切：各回とも前日まで

聞こえを学ぶ筆談ボランティア講座(全５回)
日

時：10月26日～11月30日(毎金曜日)
午前10時～12時 ※祝日は除く
場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
講 師：川西サマリー
受講料：500円(学生半額)
定 員：15名(市内優先)
締 切：10月22日(月)
周りに耳の不自由な人はいませんか？聞こえについて
一緒に学びましょう！

傾聴ボランティア入門講座(全２回)
日

時：11月21日、28日(毎水曜日)
午前10時～12時
場 所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
講 師：心理スペース「ぽれぽれ」
主宰 稲松 由佳 さん
受講料：500円(学生半額)
定 員：60名(市内優先)
締 切：11月20日(火)

子育て支援者講座(全２回)
日
場
講

時：10月17日、24日(毎水曜日)
午前10時～12時
所：キセラ川西プラザ 福祉棟２階 共用会議室
師：１日目 NPO法人 育ちあいサポートブーケ
代表 藏原 亜紀 さん
２日目 認定NPO法人 子どものみらい尼崎
理事長 濱田 格子 さん

受講料：無料
内 容：川西の子育て支援とは ほか
定 員：先着40名(市内優先)
締 切：10月16日(火)
保 育：先着８名 要予約
＊１歳半未満３名・１歳半から就学前まで５名
＊保育申込みは2回とも10月10日(水)まで

申し込み・問い合わせ先 ／川西市社会福祉協議会ボランティア活動センター ☎072(759)5200 FAX072(759)5203
〒666-0017 川西市火打1-12-16(キセラ川西プラザ 福祉棟1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/
今年の夏は、豪雨・猛暑・台風・地震と日本各地でとても大変な夏でした。７月には、市社協からボランタリー
バスを運行し、岡山県倉敷市真備町で災害支援活動を行いました。21名のボランティアの方が参加してくださ
り、猛暑の中、家財の運び出しなどの活動をしました。本当にありがとうございました。いつどこで起こるかわからない災害。孤
立せず、地域でつながり助け合えるよう、これからも地域福祉活動に取り組みます。

あとがき

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、皆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治会と連携

時：毎月第３土曜日
午後１時半～午後３時半
気軽に立ち寄って
所：キセラ川西プラザ 福祉棟１階
下さいね～
上記日程以外にもボラン
ティア活動センターにおいて、
平日の午前９時か ら 午 後 ５
時 半 の 間 、 随 時 相 談 を 受付
けています。

