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｡
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平成30年8月1日
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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

仲間と
～障

〒666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１番７号 ふれあいプラザ３階
☎ 072（759）5200 FAX 072（759）5203
URL：http://www.k-shakyo.or.jp/ E-mail：info＠k-shakyo.or.jp

共に

がい者団体活

う！
も
歩

介
動紹

～

川西市障害者団体連合会「第34回街へ出よう運動」

毎年６月に「街へ出よう運動」を開催しています。貸切バスを利用し、
観光や施設見学を行っています。今年は６月２日(土)に、神戸海洋博物館・
カワサキワールドや神戸どうぶつ王国へ行ってきました。その他、10月には
体育祭、12月には作品展などの行事を行います。

川西市障害者団体連合会は、心身障がい児者の福祉の増進を図ることを目的に活動しており、下記の４団体
によって構成されています。それぞれの団体で交流会や研修会など様々な活動を行っています。ひとりで悩まず、
仲間と出会い、ぜひ一緒に活動しませんか？ご入会や、お問合わせは各団体へご連絡ください。

◆ 川西市身体障害者福祉協会 ◆

◆ 川西市身体障害児者父母の会 ◆

身体に障がいがある当事者の組織です｡

身体障がい児者がいる親で構成しています｡

◆ 特定非営利活動法人 川西市手をつなぐ育成会 ◆

◆ 川西市むぎのめ家族会 ◆

知的障がい児者の家族で構成しています｡

心の病気を持つ人の家族により構成しています｡

☎090(4309)1599 (秋山)

か わ に し

☎072(786)9244 (育成会事務所)

●

お知らせ

●

☎080(6175)2596 (篠木)

☎072(755)1607 (むぎのめ家族会事務所)

市社協と障がい者団体等が移転します

９月22日(土)～24日(月)に現在工事が進む新施設に引越しを行い、
市社協は９月25日(火)から事業を開始する予定です。場所はふれあい
プラザのすぐ北側、総合体育館の隣です。
名称 キセラ川西プラザ
住所 川西市火打１丁目12番16号 キセラ川西プラザ１階
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平成29年度 事業・決算報告
平成29年度に実施しました重点事業と決算について報告いたします｡

事業報告
❶社会福祉法人制度改革に則した法人運営
理事･評議員会の選出方法や役割を明確にし、経営組織の充実・強化を図るとともに、財務諸表の公表
など事業経営の透明性の向上に努めました。また、地域における公益的な取組を市内の社会福祉法人が
連携・協働して行うために、社会福祉法人連絡協議会設立に向け発起人会を立ち上げました。
❷第４次川西市地域福祉推進計画・地区福祉計画の策定
今後、より一層の地域福祉の推進をめざし、川西市の「川西市地域福祉計画」や地区福祉委員会の「地区
福祉計画｣、コミュニティ組織が作成された「地域別計画」と整合性を図りながら、｢第４次川西市地域福祉
推進計画」を策定し、今後５年間に進むべき方向を明確にしました｡
❸新しい総合事業への移行を踏まえた地域の見守り、支え合い体制の構築
地域で支援の必要な住民を支えるために、地区福祉委員会や福祉ネットワーク会議、また、支え合いの
地域づくりを進めるために設置された協議体への参画を通して情報提供や助言等を行い、地域の見守りや
支え合い体制の構築をめざしました。
❹福祉活動を担う人材の確保と育成
若い世代への働きかけとして、高校の総合学習の中でボランティア活動の楽しさや必要性を伝え、ボラン
ティア活動への関心や参加につながるよう取り組みました。地域においては、地区福祉委員会のボラン
ティア部会の立ち上げや運営支援を行いました。また、ボランティア連絡協議会と協働して川西市防災
訓練に参加し、災害時におけるボランティアの役割の確認や防災意識の向上に努めました。

決算報告
【収入合計】12億3,412万2,922円

【支出合計】12億3,650万313円

※収入合計と支出合計の差額は、前年度繰越金を充当しました｡
就労支援事業収入
15,399,665円

会費収入
9,542,841円

助成金支出
13,405,410円

固定資産取得支出
1,771,241円

その他活動による収入
73,849,780円

その他の収入
6,723,029円

就労支援事業支出
15,399,665円

負担金支出
739,000円

老人福祉事業収入
85,347,575円

寄附金収入
1,917,035円

その他活動による支出
74,389,298円

その他の支出
1,254,599円

事務費支出
111,439,290円

介護保険事業収入
119,443,565円

受託金収入
405,026,760円
経常経費補助金収入
157,408,835円

事業費支出
137,371,615円
人件費支出
880,730,195円

障害福祉サービス等事業収入
359,463,837円
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平成30年８月１日（３）

まちの子育てひろば等への共同募金助成金のご案内

▲

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
子育てひろばと牧の台子育て学習センターに登録されている子育て自主グループに共同募金配分金を
助成いたします。希望されるひろば・グループは、本会にご連絡ください。
●助成金額 総額 819,000円
(参考 平成29年度 41ひろばに対して各20,000円配分）
●締 切 日 平成30年8月31日(金)
▲
▲

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
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

双子の赤ちゃんだよ～！

お姉ちゃん、あそぼ！

赤ちゃんってかわいい(^^♪

ひしめき合っています・・・

トライやる・ウィークでの職場体験

つよいこぶんこ(子育てひろば)に
お手伝いに行ってきました！
6月7日、本会にトライやる・ウィークで職場体験
に来ていた中学生6人が、萩原台のつよいこぶんこ
にて子育てひろばのお手伝いをさせてもらいました。
総勢30人以上の親子が参加されるなか、赤ちゃんを
抱っこさせてもらったり、お子さんと遊んだり、とても
貴重な体験をさせていただきました。
つよいこぶんこは、代表の熊田早苗さんが中心と
なり、40年以上活動している子育てひろばです。
子どものころ遊びに来ていた方が、お母さんになって
ひろばに戻って来られることもあるとお聞きし、とても
素敵なことと感じました。
また、ひろばは子育ての情報共有の場にもなってい
ると､参加されているお母さんから教えていただきま
した｡

●

みんなで
集合写真を撮りました。
ご協力、ありがとう
ございました！

義援金のお知らせ

●

【平成30年大阪北部地震義援金の募集】

【平成30年7月豪雨災害義援金の募集】

地震により被災された方々を支援するため、義援金を募集しています｡
皆様ご協力をお願いいたします。詳しくは、下記へお問い合わせください｡

豪雨災害により被災された方々を支援するため、義援金を募集しています｡
皆様ご協力をお願いいたします。詳しくは、下記へお問い合わせください｡

大阪府共同募金会 http://www.akaihane-osaka.or.jp/

中央共同募金会 https://www.akaihane.or.jp/saigai/2018_july_gouu/

☎ 06（6762）8717

☎ 03（3581）3846
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平成30年８月１日（５）

みんなでつくろう！“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし

ともにささえあうふれあいのまち・ひがしたに

～あなたのまちの第４次地区福祉計画が出来ました～

１
●支えあい・
つながり（居場所づくり）
２
●支えあい・つながり（支えあいの仕組みづくり）
３
●支えあい・
つながり（地域での助け合い）
４
●みんなに知ってもらう
（広報活動）
５
●この指とまれ(人と人とのつながり）

地区福祉計画とは、川西市におけるまちづくりや地域福祉推進の基本単位である概ね小学
校区ごとに、地域住民が主体となって進める地域福祉活動を具体化した実行計画です。
14の地区福祉委員会が、それぞれの地区のコミュニティ組織や自治会、関係機関などと
協働し、我がまちの福祉の現状や未来を語り合い策定しました。
北陵地区

❶福祉活動を行う人材確保と育成
❷地域住民の居場所づくり
❸「いこいこカフェ」の充実
❹介護予防の対策

地域に根付いた福祉の街づくり
～「認め愛 支え愛」のネットワークを～

東谷地区

❶居場所・つながり
❷高齢者のくらし（認知症・家事援助を含む）
❸成年後見制度の普及
❹人材発掘・育成（福祉人材）

大和地区

みんなで創ろう
誰もが“安心して暮らしつづけられるまち”清和台を！
清和台地区

「つくろう！参加しよう！」 助けあいの輪！！

グリーンハイツ地区

けやき坂小地区

多田地区

みんなで築こう！幸せのまち“けやき坂”

つながって｠みんなでつくろう｠安心と楽しいまち(桜小地区)
１
●福祉活動人材の発掘・育成
２「ボランティアさくら」の充実
●
３
●自治会や近隣など小地域での見守り・声掛け・支え合い活動の推進
４
●多様な人が集える場・
つながる場の設定
５
●既存・新規の会合・部会・自主グルー
プでの３つの意味の付加・周知・実践

～第４次川西市地域福祉推進計画が出来ました～
川西市地域福祉推進計画とは？
社協が、地域住民、地区福祉委員会、当事者、関係機関・団体などの参画を
得て、民間の立場から福祉のまちづくりを推進していくため、平成30年度からの
5ヵ年における方針や方策・活動を示したものです。
スローガンは「社協は ほっときません！あきらめません！」
誰もが願う“いつまでも住み慣れたまちで暮らしたい”という想いを叶えるた
め、｢“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし」を福祉目標とし、困っている方
をほっとかない、支援をあきらめない！という姿勢を、活動スローガン「社協は
ほっときません！あきらめません！」に掲げました。

桜小地区

川西小地区

“絆”～生まれる！こころ豊かなまち加茂

久代小地区

標
福祉目
基 本方

針

社協は ほっときません！ あきらめません！

１
●福祉活動を担う人材確保と育成
２
●地域の居場所づくり
３
●交流事業の充実

これから・・・
社協の地域福祉推進計画と地域の地区福祉計画を一体的に実行
し、多様な皆さんとの連携・協働による “福祉でまちづくり”を
進めます。

“暮らしつづける”想いが叶うまち かわにし
●

“お互いさま”がこだまする
福祉コミュニティづくり
推進 方

こんにちは｠笑顔で声かけ｠やさしい久代｡

１
●福祉デザインひろばづくり
２
●人づくり
３
●遊び場づくり
４
●ネットワークづくり
（つながり）

加茂小地区

地域でつながって、安心安全のまちづくり
～笑顔で育てよう福祉の輪～

❶安心サポート活動による「今どき｠向う3軒両隣」を
目指そう
❷サロン“たんぽぽ”を楽しい居場所に育てよう
❸“75歳以上高齢者の集い”を 楽しいビッグイベント
にしよう
❹活動を支えていただける人材を発掘しよう

❶誰もが参加できる居場所づくり
❷人材確保と育成
❸見守り支援
❹地域資源の活用、関係団体との連携・協働

北小地区

１
●福祉活動を担う人材の確保と育成
２
●誰もが参加できる居場所づくり
３
●安心して住み続けられる高齢者や障がい者など
の支援の充実
４
●笑顔があふれる子育て支援の充実
５
●地域活動の情報の共有・発信

「住みなれた地域で安心して暮らせるまちづくり」

川西小学校区域を中心にした
つながり・支えあう地域づくり

明峰小地区

❶福祉要支援者の見守り・支援
❷地域の居場所づくり
❸健幸づくりの推進
❹子育て支援
❺福祉活動を行う人材確保と育成

❶子どもの地域福祉・ボランティア活動への参加を促す仕組みづくり
❷子どもが企画する地域活動・イベントの開催
❸社協や関係団体と連携した地域環境の充実
❹自治会単位の広報の充実

❶ ❷ …… 各地区の重点事業

１
●福祉人材の増加と共育
２
●支えあう地域の居場所づくり
３
●子育て支援の充実、
障がい児者との連携と協働
４
●世代間交流事業の充実

❶福祉活動を行う人材確保と育成
❷身近な支えあい、助けあい活動の推進
❸地域の居場所づくりの充実
❹世代間交流事業の充実

多田東地区

「共に助け合う心豊かな地域づくり」

福祉目標｠ ○○○○○○○

向こう三軒両隣｠つながりあう福祉のまち｠大和

世代を超えたふれあいと助け合いの街

１
●福祉活動を担う人材確保と育成
２
●高齢者が地域福祉活動に参加しやすいきっかけづくり
３
●地域の資源
（施設・人材）を活かした居場所づくり
４
●地域と関係団体とのつながり、
ネットワークの強化
５
●窓口事業
（くらしの相談窓口「こころ」）の継続と充実

凡例

“暮らしつづける”想いを
叶える仕組みづくり

策

住民主体の
地域福祉活動の
推進

支えあいが
まちに根付く
土壌づくり

総合相談・
生活支援体制の
整備と強化

お知らせ

●

一緒にあなたのまちを考えてみませんか？

第13回｠川西市地域福祉市民フォーラム
・テーマ「寄り添い 支え合い 自らつくる わたしたちのまち」
・日 時：平成30年9月28日(金) 午後１時半～４時
・場 所：アステホール 申込み不要、参加費無料
・内 容：市、市社協、地区の福祉計画の紹介、講演、
パネルディスカッションなど。
☆みんなの店による障がい者自主製品の販売も行います。
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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

金額(円)

団体名・氏名

金額(円)

４月分 －現金－
うさぎ自動車

1,000

５月分 －現金－
福祉活動教育補助（小学校）

徳栄建設（株）

5,000

低所得世帯修学旅行費一部補助（中学校）

喜来我会

3,000
3,000

恵
花屋敷一市民

10,000

源流創作舞踊あすか

61,543

20,000
150,000

【預託の部】
団体名・氏名

内容及び数量

４月分 －物品－
村上 学

・紙オムツ類 12袋

5,000

５月分 －物品－
伊藤 倫子

・紙オムツ類２袋、パット４袋

５月分 －現金－
うさぎ自動車

1,000

６月分 －物品－
一市民

・紙パンツ類３箱、尿パット５袋

火打自治会

5,000

喜来我会

3,000

新田一市民

1,000

一市民

3,000

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ピナスの会

1,000

新田一市民
はぎの会（萩原台）

10,000

新舞踊交流会

51,443

恵

3,000

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ピナスの会

5,000

６月分 －現金－
喜来我会

3,000

吉永建設（株）

5,000
10,000

高砂会グラウンドゴルフ部
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ピナスの会

5,000

うさぎ自動車

1,000
5.000

徳栄建設（株）
一市民

20,000

一市民

3,000

新田一市民

1,000

恵

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

【払出の部】
内容及び数量
５月分 －物品－
・紙オムツ類 14袋、パット４袋
６月分 －物品－
・紙パンツ類３箱、尿パット５袋

思いを込めて
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。
姑を看取った後、これから少し役に立つことをと、
一日百円の寄付を始めました。
それ以来20年余り、広報紙に載る恵の名を見て､
まだ頑張っているなと一人でもお仲間がふえればと
思います。（恵）
一人一人の思いが形になっていく喜びを、もっと
多くの人が感じる町になったらいいなあ。
（火打自治会）

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

ボランティア基金だより
団体名・氏名

ボランティア基金振込先

金額(円)

４月分
内藤

3,000

ササベケーエス

2,000

５月分
内藤

3,000

ササベケーエス

2,000

６月分
内藤

3,000

中村 多喜美

1,000

ササベケーエス

2,000

☆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 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

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育成
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。
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第180号

平成30年８月１日（７）

ふくしの総合相談窓口

場所：ふれあいプラザ３階・川西さくら園
相談名

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

曜日

※祝日は実施しません

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５時半

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～

あかはねちゃんニュース
毎号、皆さんからお寄せいただいた募金
が、どのように “安心して暮らせるまち
づくり” に役立っているかをご紹介し
ます。
(平成29年度共同募金配分金による助成金事業実施団体)

団体名：マタニティサロン
代表者：片山優子さん
“ありがとうメッセージ”

温かい市民の皆様の募金
のおかげで子育て中のお母
さんと子どもの、親子うん
どうかいが開催できました。
ありがとうございました。

コモド

こ

猪名川亭あん光 こと
なかの

ひろこ

中野 浩子 さん
社会人落語として活動！
持ちネタは「時うどん｣｢老婆の休日｣など

☆中野さんからひとこと☆
デイサービスや地域のコミュニティにて、社会人
落語の仲間達とともに落語会の開催などの活動を
しております。

皆様に笑っていただく事で、私自身もパワーをい
ただいております。

出前寄席のご依頼は
ボランティア活動センター迄！
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平成30年８月１日（８）

第180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

場

所：ふれあいプラザ４階ボランタリーフロア

笑いからはじまるコミュニケーション講座

午後６時～午後８時

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。

～地域に心地よい笑いを･･･～
日

時：8月25日(土)

場

所：ふれあいプラザ４階ボランタリーフロア

午前10時～12時

受講料：無料
講

師：ほっとほほえみ

内

容：お互いを認め合うコミュニケーションや発想
の転換方法を学び、地域にほほえみや笑いを
引き出します。

定

員：20名(市内優先)

締

切：８月24日(金)

ボランティア活動相談
時：毎月第３土曜日
所：ふれあいプラザ３階
上記日程以外にもボランティア活動

時：10月2日～12月4日

場

所：キセラ川西プラザ

気軽に立ち寄って

センターにおいて、平日の午前９時

下さいね～

から午後５時半の間、随時相談を
受付けています。

ボランティア１日体験教室

講

師：神戸女子大学オープンカレッジ

定

員：20名(市内優先)

締

切：9月25日(火)

講師

10月20日(土):車イス介助
11月17日(土):点字

PTA、自治会、子ども会などを対象に開催します。
内

ロードゲーム(災害対応を自らの問題として考
える等のゲーム)⑧救急救命⑨ネイルボラン

※10月以降はキセラ川西プラザ共用会議室

ティア育成⑩知的障がい者の理解(疑似体験)

で開催予定

締

切：各回とも前日まで

容：①点字②手話③車イス④要約筆記⑤高齢者疑
似体験⑥手作り布遊具(２グループ)⑦クロス

所：ふれあいプラザ４階ボランタリーフロア

員：15名(市内優先）

さん

新メニュー追加！

※各回とも午後１時半～３時半

定

道子

本センター登録のボランティアグループ等が企業や

程： ９月15日(土):手話

受講料：無料

内海

出前ボランティア講座(随時受付中)

ださい。

場

共用会議室(予定)

受講料：1,000円(学生半額)

学生・勤労者のみなさん、この機会にぜひお越しく
日

毎週火曜日全10回

午前10時～12時

午後１時半～午後３時半
場

日

地域の助け合いは自治会と連携

日

音訳ボランティア入門講座

⑪ハンドマッサージボランティア育成
講

師：ボランティア活動センター登録グループ他

定

員：５～20名程度

受講料：無料
申込み：２か月前までに希望日を複数あげていただき、
グループ等と調整します。

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1-1-7(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/
6月18日(月)７時58分に起こった大阪北部地震、みなさま大丈夫でしたか？通勤、通学の時間帯でしたので、
家族と連絡が取れるまでとても心配だったと思います。そして、余震も続いており、不安な日々を過ごされている方
も多いのではないでしょうか。中には、阪神・淡路大震災を思い出された方もいらっしゃると思います。今後、災害があっても、
地域で声を掛けあって、助けあえるまち「かわにし」であるよう、社協職員も一丸となって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。
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