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〒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

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｡

１……あなたも福祉のまちづくりサポーターに
２……福祉のまちづくり｢例えば…｣
３……川西市社会福祉協議会事業計画・予算
４……ファミリーサポートセンター・市民後見人養成研修が始まります！!

５……｢集え、若者っ!!」オープンカフェッジ!!
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

　４月20日､“気球に乗って川西の街を見よう”
と題し､『春の川北子ども祭－えんとつ町気球
フェス』が川西北小学校にて行われました｡
　天候に恵まれたこの日、校庭にはカラフル
な気球が２基用意され、朝の早い時間にも
かかわらず、たくさんの人たちが笑顔で乗船
されていました。空高く気球が上昇する風景
は圧巻！乗り終えた人たちからは「川西の街
並みを見渡せた｡」｢貴重な体験ができた｡」と

喜びの声も多く聞かれ大盛況でした。
　こうした地域を盛り上げ、人と人との「つな
がり」を深めるためのまちづくりを進めていく
取組みは、川北コミュニティ協議会を構成する
北小地区福祉委員会や自治会、スポーツ21
クラブ会、子ども部会などの連携・協働のもと
に進められています。
　次のページでは、多田地区福祉委員会の
取組みをご紹介します。

あなたも

福祉のまちづく
り

サポーターに
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　多田東地区福祉委員会では、「つくろう！参加し
よう！助けあいの輪！！」を福祉目標に、助けあい
の輪が広がるつながりづくりをめざし活動中★
　現在、福祉委員会では、生活支援の有償ボラン
ティア(ゴミ出しや、話し相手などちょっとした
生活支援)のしくみを多田東コミュニティ協議会と
ともに検討しています。そこには住み慣れた地域で
暮らし続けることができるようにという想いが
込められています。
　また、毎週月曜日に多田東会館で実施している
“ふれあい広場”は、ネーミングを変え、誰もが集い
やすく、気軽に立ち寄れるカフェとしてリニューアル
します！！
　ぜひお誘い合わせの上、お越しください♬

福祉のまちづくり
例えば・・・

　上記のような住民の皆さまと共に川西市社会
福祉協議会が進める地区でのたすけ合い、支え
合い活動は、皆さまから納めていただく社協会員
会費によって支えられています。(会員会費は一人
でも多くの皆さまに地域福祉活動に対してご
理解・ご賛同を得て、そのお気持ちを会費というか
たちでご協力いただいている制度です。）

福祉のまちづくり
あなたがサポーター！

　市社協では、川西市内の地域福祉活動を推進する
団体のみなさんに、地域での福祉イベントや子ども
会行事などでお使いいただける、ポップコーン製造機
やわた菓子機などの機材、子どもの遊具を無料で貸
し出しています。ぜひご活用ください。

▲多田東地区福祉委員会　理事会

？？ 社協会員になるには ？？
①お住まいの自治会より
②市社協事務局の窓口へ
③お振込み(手数料が無料になる振込用紙
がございますのでご連絡ください)

地域福祉活動機材・遊具を貸し出します！

地域住民による地域福祉活動を支える財源として､
皆さまのご協力をお願いいたします｡

おおむね小学校区単位に１４地区の地区福祉
委員会が組織され、誰もが安心して暮らせる
まちづくりをめざし、活動しています。

社協会員募集★

社協会員会費（年額）
　普通会員…300円～
　賛助会員…1,000円～
　団体会員…2,000円～
　法人会員…3,000円～

☎ 072（759）5200［地域福祉チーム］
問合せ・申込み先
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平成31年度(2019年度) 川西市社会福祉協議会事業計画・予算

❶地域住民のSOSに対し、早期に課題の把握や対応を行い、支援につなげられるよう、地域や多様な機関
と連携を図る連携強化型相談窓口機能の整備に努めます。

❷生活支援体制整備事業では、生活支援コーディネーターが中心となり地域住民と協働し、生活課題の把握
や解決に向けた協議、支援体制づくりに取り組みます。

❸本会の将来を見据え、組織における経営基盤強化を図ることを目的に、2020年度～2022年度の中期
経営計画を策定します。

　本年５月から元号が令和となり、新たな時代の幕が開かれました。我が国では、将来における社会保障の
維持がますます重要な課題となり、厚生労働省では、社会保障・働き方改革本部を設置し審議を開始してい
ます。
　そのような中、市社協では、引き続き第４次地域福祉推進計画の福祉目標である「“暮らしつづける”
想いが叶うまちかわにし」及び「地域共生社会」の実現をめざし関係機関・団体等との連携・協働を進め
てまいります。

重点事業

予　算

受託金収入
422,672,000円

障害福祉サービス等事業収入
361,893,000円

受取利息配当金収入
674,000円

介護保険事業収入
47,013,000円

老人福祉事業収入
82,734,000円

就労支援事業収入
12,621,000円

積立資産取崩収入
2,450,000円

区分間繰入金収入
19,949,000円

その他の収入
4,503,000円

補助金収入
151,138,000円

寄附金収入
1,320,000円

会費収入
9,600,000円

当期資金収支差額
5,010,000円

事務費支出
111,137,000円

就労支援事業支出
12,621,000円

助成金支出
13,157,000円

区分間繰入金支出
19,949,000円

予備費支出
7,000円
その他の支出
6,124,000円

人件費支出
823,591,000円

事業費支出
134,991,000円

支出合計
11億2,157万7千円

収入合計
11億2,157万7千円
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かわにしファミリーサポートセンター
会員募集！！

　ファミリーサポートセンターは「育児の援助をお願いしたい人（依頼会員）」と「援助をしたい人（協力
会員）」で作られた会員組織です。０歳から小学6年生までのお子さんの習い事の送迎や一時的な預かり※
など、お住まいの地域の協力会員さんが行っています。（預かり場所は協力会員宅他）
 お子さんが大好きな方、子育ての経験を生かしてお手伝いしたい方、地域の中で活動を始めてみたい方、
ぜひ、協力会員になりませんか？初めは、講習会参加からでもOKです。
※協力会員宅以外での預かりも可ですので、ご相談ください。ただし、依頼会員宅での預かりの場合、ご自宅

に大人が不在の時は不可です。詳しくは、センターまでお問い合わせください。

つながりづくりや気分転換、おしゃべりがしたいなど、誰でも気軽に立ち寄ってもらえる場として毎月開催
しています。
“勉強の合間”の息抜きに、お菓子を食べながら、コーヒーでほっと一息つきませんか。
福祉のこと、趣味や学校のことなど、楽しくお話ししましょう♪

でも、金曜日の夜は勉強や仕事、アルバイトでちょっと…という方へ。ご安心ください！
他にもメニュー盛りだくさんです！！
　 ★ 土曜日開催だから学生も働いている方も気軽に参加できる

●毎月第３土曜日に実施しているボランティア活動相談（6月15日は、設備点検のためお休みです）
　 ★ ７月から10月に開催している

●ボランティア１日体験教室（７月はネイルボランティア養成です）

●長い間、お世話になりました。利用する、しないに限らず、いざという
時に頼れる場所があるというのは、子育て世代の働く親にとっては
ありがたい制度だと思います。今後、もう少し余裕が出てきましたら､
協力会員登録も考えたいと思っています。

●短い間しか利用していませんが、協力くださった方々には、感謝の
気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。

●今まで、大変お世話になりましてありがとうございます。いつか、協力
会員としてお手伝いできればと考えております。

～地域で助け合いながら子育てを支え合う会員制の組織➡ ～ 相互援助活動 ～

■依頼会員の声■
　(今年3月に小学校を卒業し、会員も退会)
　☆センターに寄せられたお声の一部を紹介します☆

会員になるには・・・
①電話で会員登録の予約
②センターにて入会の手続き
　(30分程度)

〈お問い合わせ〉
かわにしファミリーサポートセンター
TEL 072(740)6800　FAX 072(759)5203
E-mail : famisapo@k-shakyo.or.jp

集え、若者
っ！！
川西市社会福祉協議会がカフェを開いています

その名も「オープンカフェッジ」！！「オープンカフェッジ」！！

ちょっと息抜き
　　しませんか？

日　時：毎月第２金曜日  午後６時～８時
場　所：キセラ川西プラザ福祉棟１階
　　　　川西市社会福祉協議会内
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～29歳)

〈お問い合わせ〉川西市ボランティア活動センター
TEL 072(759)5200　 E-mail : vc@k-shakyo.or.jp

　成年後見制度において、認知症や知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない方が、住み慣れた地域で自分
らしく安心して暮らすことができるよう、身近な市民の立場から後見活動を行う「市民後見人」＊のニーズが高まってい
ます。川西市では、２名の方が「市民後見人」として家庭裁判所より選任され（平成31年4月現在)、後見活動に取り組まれ
ています。
　川西市成年後見支援センター“かけはし”では、今年度も社会貢献に意欲と熱意のある市民の方を対象に、「市民後見人
養成研修」を開催します。養成研修の開催（令和元年７月～）に先立ち、その趣旨と内容をご理解いただくため、下記のとお
り事前説明会を開催します。養成研修受講には事前説明会への参加が必要です。

市民後見人養成研修が始まります！！

●開催日時　第1回：令和元年6月18日(火)　午前10時～11時30分
　　　　　　第2回：令和元年6月21日(金)　午前10時～11時30分
●開催場所　キセラ川西プラザ　福祉棟2階　共用会議室
●申込締切　令和元年6月14日(金)
●参加費用　無料

●備　　考
　養成研修の受講には、川西市在住の方等の
　要件があります。
　詳細は、川西市成年後見支援センター
　“かけはし”まで。

●説明会参加申込・お問い合わせ
　電話、FAXまたはEメールにより、住所、氏名、年齢、電話番号、参加希望日（2回の
　いずれか）を記入のうえ、次の申込先へお申し込みください。

＊「市民後見人」 一般市民による後見人のこと

　きっかけは、民生委員の集まりで市民後見人の活動を知ったことでした。
　実習では、障がい者施設や高齢者施設へ行き、体験的に学習できたことはとても勉強になり
ました｡現在は、生活支援員として、判断能力に不安のある方の金銭管理等をお手伝いしてい
ます。また、成年後見相談会の相談員として活動する中で、これからもっと制度の広報・周知が
必要と感じています。

研
修
修
了
者
の
声

▲田中正史さん

何かあった時のお守り代わり
に登録をしていました。

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
E-mail : kakehashi@k-shakyo.or.jp

★詳しくはP8をご覧ください

第183号 令和元年６月１日（５）
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善意銀行だより

ボランティア基金だより

たくさんの善意をありがとうございました

☆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ﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ　
口座名義　福)川西市社会福祉協議会

【預託の部】

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。

団体名・氏名 金額(円)

うさぎ自動車
喜来我会
恵
新田一市民
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
清和台地区地球環境保護を考え実行するふくろうの会
一般社団法人　鳴尾ゴルフクラブ
一市民
陸上自衛隊　川西駐屯地　就親会

団体名・氏名 金額(円)

1,000
3,000
3,000
1,000
3,000
5,000
2,500

100,000
80,000
5,000

【払出の部】

火災見舞金
その他払出（４件） 

団体名・氏名 金額(円)

10,000
34,000

【預託の部】

清和台ひまわり
金光教東谷教会信徒会

団体名・氏名 内容及び数量

タオル27枚　清拭布293枚 
清拭布1028枚

小戸　浜田 紙オムツ類305枚 

【払出の部】
内容及び数量

・タオル27枚　清拭布700枚  

・清拭布300枚 

１月分 －現金－

うさぎ自動車
清和台地区地球環境保護を考え実行するふくろうの会
川西友の会
徳栄建設(株)
喜来我会
酒井　弘
KU
川西市商工会
恵
串かつ　あさひ
一市民
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会
陽明小学校区ジョイフルフレンドクラブ

1,000
2,500
3,000
5,000
3,000
1,000

38,000
1,000
3,000
3,000
1,000
5,000

14,335

２月分 －現金－

うさぎ自動車 
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会 
南花屋敷寿会　南花屋敷第二寿会 
一市民 
一市民 
(株)北摂リサイクルセンター 
善意銀行募金箱 
喜来我会 
恵 
花屋敷一市民 
伊勢　貞夫 
新田一市民 
串かつ　あさひ 

1,000
5,000
3,484
3,000

20,000
3,000

100
3,000
3,000

10,000
5,000
1,000
3,000

３月分 －現金－

１月分 －現金－

ササベケーエス 2,000
２月分 －現金－

笹部一市民 
ササベケーエス 
一市民 
一市民 
一市民 
ボランティア基金募金箱 
内藤

1,000
2,000
3,162
3,000
3,000

674
6,000

３月分 －現金－

内藤 
ササベケーエス

9,000
2,000

１月分 －現金－

３月分 －現金－

グリーンハイツ地区福祉委員会（指定払出）
その他払出（４件） 

14,335
30,000

火災見舞金 
その他払出（３件） 

20,000
62,000

２月分 －現金－

２月分 －物品－

２月分 －物品－

３月分 －物品－

３月分 －物品－

善
意
銀
行

振
込
先 ☆三井住友銀行川西支店　普通 3680948

☆池田泉州銀行川西支店　普通 4859933
　　　　　ﾌｸ)ｶﾜﾆｼｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ　
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

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。

　経済的に厳しい家庭の子供さん達のために少しでもお役に立て
ればと思います。
　又、日頃から福祉活動に携わられている方々に敬意を表します｡

（匿名）

思いを込めて

　異年齢の子どもたちが協力して色々な活動に取り組み、子どもの館号にも来ていただき､
家では活動できないことができました。
　助成金のおかげで楽しく充実したことが親子でできました。ありがとうございました｡

【平成３０年度共同募金配分金による助成金事業実施団体】

あかはねちゃんニュース

団体名：まちの子育てひろば  ワンワンクラブ　 代表者：阿部 法子さん
“ありがとうメッセージ”

皆さま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｡
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ふくしの総合相談窓口
場所：キセラ川西プラザ 福祉棟１階／川西さくら園 ※祝日は実施しません

心配ごと相談

相談名 問い合わせ内　　容 曜日 時　間

成年後見制度相談

司法書士による 
成年後見制度相談

日常生活自立支援事業
に関する相談

生活福祉資金貸付相談

障がい者虐待防止
相談窓口

ボランティア活動相談

子どもの育児・発達相談

肢体障がい者

視覚障がい者

聴覚障がい者

精神障がい者

18歳未満の子ども

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

ファミリーサポート
会員登録

☎(740)1328
☎(759)8611

☎(759)5200

☎(759)5200

☎(764)6116

川西市ボランティア
活動センター
☎(759)5200
かわにしファミリー
サポートセンター
☎(740)6800

成年後見支援センター
“かけはし”
☎(764)6110

川西さくら園
☎(755)1772

川西さくら園相談支援
☎(744)7200

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

月曜日
木曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日

月～金曜日
第３土曜日

月～金曜日

月～金曜日

第３月曜日

第３火曜日

第３水曜日

第２金曜日

第３木曜日

第３水曜日

午後１時半～４時
※月曜は市役所(福祉部相談室)

午前９時～午後５時半
※川西さくら園

午前９時～午後５時半

午前９時～午後５時半

午後１時～４時

午前９時～午後５時半

午前９時～午後５時半

午前９時～午後５時半

午前９時～午後５時半

午前９時～午後５時半
午後１時半～３時半

午前10時～11時半

午前10時～11時半

午前10時～11時半

午後１時半～３時

午前10時半～12時

日々の暮らしにおける悩みごと、
心配ごとに関する相談

総合相談窓口 ☎(759)5200 月～金曜日生活上の困りごとなど、
福祉全般に関する相談

成年後見制度に関する相談
(第２金曜日までに要予約)

福祉サービスの利用や金銭管理に
関する相談

会員登録と入会説明
(要予約）
子育ての不安や発達についての対応
(来園相談は要予約）

18歳までのお子様のご相談はこちら
で対応

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）

成年後見制度に関する相談

障がい者の虐待についての相談

ボランティア活動に関する相談

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
・学校の入学金や授業料等
・エアコン購入等

ふくしの総合相談窓口

※市社会福祉協議会実施分を掲載しています。

ほっとかへんネット参加法人の取組紹介
地域サポート施設　清和苑

｢ほっとかへんネット」とは、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り協働するサポートネットワークです｡

～ 清和苑による、地域巡回バス発車します！！ ～
　社会福祉法人 友朋会 清和苑が地域貢献の一つとして、清和台地区の巡回車を運行します。
　巡回車は清和台中央部にある商業施設「トナリエ」から発車、各自治会館前を乗降場所とし
終点が再度トナリエとなります｡
　トナリエへの買い物や通院バス停までの交通手段としてご利用ください。

◆ 運行開始日　　令和元年5月1日(水）
◆ 運　行　日　　月～金曜日
◆ 対　　　象　　・70歳以上の高齢者
　 　　　　　　　・長時間、歩行の難しい方
◆ 運 行 時 間　　市の広報板と清和台各自治会の
　　　　　　　　 掲示板をご覧ください。

【お問い合わせ】　 社会福祉法人　友朋会　清和苑
　　　　　　　　 072(799)6200
　　　　　　　　 午前10時～午後５時(土･日以外)

無料

令和の時代､
“ほっとかへんネット”が
動き出します!!
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令和元年６月１日（８） 第183号

あなたも気になるボランティア情報

今号は、改元して最初の社協かわにしです。新元号の発表を聞いた時には少し違和感がありましたが、もう
すっかり「令和」に馴染んできたように思います。何か新しいことにチャレンジするには良いチャンスかと

思いますので、なかなか始められずにいた家庭菜園にでも挑戦してみようかと思います。

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。

　　　　　　　　　　　／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/

あとがき

申し込み・問い合わせ先

ボランティア活動相談

日　時：毎月第３土曜日
　　　　午後１時半～３時半
場　所：キセラ川西プラザ 福祉棟１階
　　　　市社協内
※6月15日は、プラザ内設備点検のためお休みです。

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。

　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、子ども会などを対象に開催します。
　内　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ネイルボランティア育成　⑩知的障がい者の理解(疑似体験)　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。

出前ボランティア講座(随時受付中)

日　時：７月31日(水)
　　　　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
講　師：かわにし防災士会
内　容：救急救命
定　員：20名(市内優先）
締　切：７月30日(火)

災害ボランティア研修会

日　時：8月17日(土)　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
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16日(金)

笑いからはじまるコミュニケーション講座
　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： ７月20日(土):ネイルボランティア

８月17日(土):要約筆記
９月21日(土):手話
10月19日(土):点字
※各回とも午後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

ボランティア１日体験教室

～地域に心地よい笑いを･･･～

～気軽に立ち寄ってくださいね～


