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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……赤い羽根共同募金運動が始まります
２……共同募金事業・社協ひだまり基金・お知らせ
３……ファミリーサポート・教育支援金貸付・里親
４……若年性認知症を知っていますか？・成年後見カフェ

５……みんなの体育祭
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・ほっとかへんネット
８……ボランティア情報・あとがき

助け合い 広がる つながる 赤い羽根助け合い 広がる つながる 赤い羽根

共同募金運動が始まります！
10月1日
より

赤い羽根

みなさまからご協力いただいた募金は、兵庫県共同募金会を通じて、県内の福祉施設や福祉団体、
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の育成・支援や高齢者、障がい児者など
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活かされます。

街頭募金を行います！ お出かけの際に見かけられましたら是非ご協力をお願いします｡
◆10月１日㈫　川西能勢口駅周辺　　　午前10時～11時半／午後２時半～４時

トナリエ清和台　　　　午前10時～11時半
オアシスタウン キセラ川西　午後２時半～４時

◆10月５日㈯　川西能勢口駅周辺　　　午前10時～11時半
イズミヤ多田店･万代多田店周辺　午前10時～11時半
オアシスタウン キセラ川西　午後２時半～４時

１日(午前10時～)川西能勢口駅周辺および、５日(午後２時半～)オアシスタウン キセラ川西の募金活動には
きんたくんがやってくるよ♬
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令和元年10月１日（２） 第185号

【地域福祉活動器材の予約方法の変更について】

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。

　自治会、子ども会等へ貸し出しをしている福祉活動器材の予約方法が令和２年４月
(10月予約分)から変更となります。
　予約希望日の６か月前の月初め、平日９時から受け付けを開始します｡
　　変更点　月初め初日は電話のみでの受け付けとなります。(先着順）
　その際、雨天等の予備日の予約はできません｡(翌日以降の受け付けとなります｡)

共同募金って何に使われているの共同募金って何に使われているの

あなたの活動を応援します！
社協ひだまり基金・共同募金事業助成金　申請受付が始まります

○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

小地域福祉活動に

○ボランティア講座の開催
○ボランティアグループへの助成

ボランティア活動に

○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

福祉啓発･福祉情報活動に

○川西市障害者団体連合会など
　当事者団体への助成

高齢者､障がい児･者福祉活動に

○子ども会など青少年育成団体への助成
○まちの子育てひろばなどへの助成

児童･青少年福祉活動に

○県内の民間福祉施設及び福祉団体へ
の助成

民間福祉施設や福祉団体に

?

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

対象事業
令和２年度中に地域福祉を推進
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
地域福祉事業を新たに実施するた
めに必要な経費(人件費を除く)

応　募　期　間
令和元年10月15日(火)～令和２年１月15日(水)
市社協事務局、または同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。

令和元年度助成団体及び内容

助成金額
上限金額概ね30万円(１団体あたり)
総額100万円(予定)

●アロマプリズム
●Medical＊コンシェルジュ

アロマハンドマッサージを通した福祉を知るきっかけづくり
健康教育を通した、人がつながる拠点づくり

■団体名 ■内容

お 知 ら せ

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

令和元年度　募金目標額　9,340,000円

1,687,000円 2,856,000円

1,271,000円

443,000円

599,000円 2,484,000円



第185号 令和元年10月１日（３）

　毎年恒例、クリスマス会を開催します。会員でな
くてもファミリーサポートセンターに興味のある方
はどなたでも参加できます。みんなで一緒に楽しい
時間を過ごしませんか？ご家族・お友達・ご近所の
方等お誘い合わせのうえ是非お越しください。

○参加ご希望の方は名前・住所・電話
番号を下記に連絡してください。

日時：12月8日(日)　午前10時～12時
場所：アステ市民プラザ アステホール
　　　(アステ川西６階)
定員：150名（要予約）
対象：会員・子育て支援に興味がある方とその

お子さん(お子さんのみの参加は不可)

かわにしファミリー・サポート・センター
☎072(740)6800　FAX 072(759)5203
E-mail：famisapo@k-shakyo.or.jp

〈お問い合わせ〉

『Foster family（里親家庭）』になりませんか？
　親の病気や虐待など様々な事情により、自分の家庭で暮らせない子どもたちは、施設などで暮らしています。そんな
子どもを家庭に迎え入れ、一時的にでも家庭のぬくもりを伝える、それが「Foster family(里親家庭)」です｡

あなたも「Foster  family(里親家庭)」に登録しませんか？
　養育の期間は、子どもの状況により様々です(数日から数年間)。興味のある方は、川西こども家庭センターまで、お気軽
にご連絡ください。
＜サポート概要＞　◎こども家庭センター、里親会、里親支援専門相談員が、きめ細かくサポートします。

◎必要経費(生活諸費、教育費、医療費など)は公費で負担します。

　教育支援資金は、学費の捻出が困難な低所得世帯の学生に対し、高等学校や大学等への入学、または在学中に
必要な費用を貸し付け、就学や将来の就労を支援する制度です。

必要な費用の貸付だけでなく、安心した生活を送ることを目的に社会福祉協議会や民生委員・児童委員が必要な相談や援助を行います｡
　※審査に時間がかかりますので、早めにご相談ください。
　※教育支援資金の利用については、日本学生支援機構等、他の制度の利用が優先となります。
【お問い合わせ】総合相談・権利擁護支援チーム  ☎072(759)5200

お問い合わせ：兵庫県川西こども家庭センター
住所：川西市火打１-12-16 キセラ川西プラザ福祉棟3階　☎072(756)6633

◆家庭のぬくもりを求めている子ども達のために◆

将来の夢に向かって進学される方を応援しています
～教育支援資金貸付制度のご案内～

同時募集中

　｢子育て家庭を支える地域社会づくり」を目的
に、子育て世代と地域の方がイベントを通して多
世代交流の輪を広げ、子どもたちの健やかな成長を
共に願う機会として開催されます。
　社協からはファミリーサポートセンターがブース
を出しています。
　当日その場で入会登録手続きができます。

　ファミリーサポートセンターとは地域の中で育児の
相互援助活動を行う会員制の組織です。
　あなたの空いた時間を子育てに困っている方のお手伝
いに使ってみませんか？お電話お待ちしています。

日時：10月27日(日)  午前10時半～午後３時半
場所：アステ市民プラザ アステホール
　　　(アステ川西６階)
対象：子育て家庭の方や地域の方

ハロウィン★ブーケ2019 クリスマス会(第2回交流会)

資金種類

教育支援費

高校　月額35,000円
高専　月額60,000円
短大　月額60,000円
大学　月額65,000円

低所得世帯

対象世帯

学校卒業後
６か月

据置期間

20年

償還期限

無利子

貸付利子

就学支度金

貸付限度額

500,000円

参加費
無料
お
誘
い
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せ
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お茶を飲んでお話しましょ♪

　認知症は高齢者に多い病気ですが、働き盛りの現役世代の人も発症する病気です。65歳未満の人が発症する
認知症疾患の総称を、「若年性認知症」といいます。
　若年性認知症を発症すると、仕事が続けられなくなって経済的に困難な状況になることもあり、本人だけでは
なく家族の生活にも大きな影響をもたらします。また、制度やサービスが十分でなく、社会の認識も不足してい
ます。今回は、ご本人や家族が気軽に集い交流を図り、日頃の悩みや不安を解消できる場をご紹介します。

　本人と家族を支援する会として「りんどう（ＲＩＮＧ・ＤＯ）の会」があります。同じ悩みを持つ仲間が
交流し、情報交換をしながら、不安を少しでも解消し、ホッとした時間を過ごせる場です。
　参加者であり、運営に携わる川並 隆さんの妻が若年性認知症と診断されたのが、５年前、58歳のときでした｡
川並さんは「妻の徘徊がひどくなり、トイレもゆっくり行けませんでした。会のメンバーに一緒
に探してもらい助かりました。ここに来ると、仲間とつながっている安心感がありますね。
妻は、私がイライラすると、こちらの顔色を見ます。認知症でも怒られたことはちゃんと
覚えているんですよ。こちらが優しくすれば穏やかになり、落ち着くようです。今は、いかに
本人を和ませるか、それを大事にしています。」と話されます。

　りんどうの会は発足して６年目になります。当初、専門職やボランティアなど大勢が
集まる定例会ではご家族が話しにくかったこともあり、３年前にりんどうの会のいこいの場
を始めました。共同募金の助成金を活用し、月に一度、民家を借りて、地域のボランティア
さんも参加し、和気あいあいとランチパーティを開催しています。お花見や紅葉狩りなど
も楽しんでいます。ご家族は、「日々の介護で困っていることなど、仲間と気兼ねなく
話すことで気持ちが軽くなります。また、情報交換の場にもなっています。」と話されて
います。少しでも明日への介護に希望が持て、楽しい会となるよう皆で話し合っています｡
まずは、りんどうの会へご相談ください。

65歳未満の人が発症する認知症

●認知症カフェ「わっか｣

★日時：毎月第４水曜日(祝祭日は変更) 午後１時～３時
★場所：キセラ川西プラザ福祉棟２階　共用会議室

●若年性認知症のご本人・家族のいこいの場

★日時：毎月第３火曜日(祝祭日は変更）
　　　　午前11時～午後３時
★場所：川西市栄根2丁目24-7(こもれび）
　　　　ＪＲ川西池田より徒歩10分
★費用：100円

★久代老人福祉センター
【偶数月】第２水曜日　
　　　　　午後１時～３時(祝休)
★久代会館
【奇数月】第２水曜日　
　　　　　午後１時～３時(祝休)

★一の鳥居老人福祉センター
　毎月第３月曜日　
　午後１時～３時(祝休)

若年性認知症の会「りんど う（ＲＩＮＧ・ＤＯ）の会｣

▲流しそうめんやスイカ割りをして、
　一緒に楽しく過ごしました。

＊いずれも、かけはし職員と市民後見人
　養成研修修了者が担当しています。

一庫公園へおでかけしました。▲

成年後見カフェ始めました!!

若年性認知症を知っていますか？若年性認知症を知っていますか？

　誰もがなる可能性のある認知症。認知症であることを受け入れるのは、本人にとっても家族にとってもつらい
時期があります。しかし、家族や地域、専門機関などが協力することで、認知症になっても住み慣れた地域で
自分らしく暮らしていくことは可能です。そのためには、認知症について正しく理解し、本人の心に寄り添った
支援の輪を広げていくことが、今、私たちに求められています。

住み慣れた地域で自分らしく暮らしていくために

オレンジリングは認知症サポーター(＊)の目印です。
認知症の人や家族の方へ、自分
なりにできる簡単なことから
お手伝いしませんか。

(＊)認知症サポーター…認知症につい
て正しく理解し、自分のできる範囲
で認知症の人やその家族を温かく
見守る応援者のこと。

▲りんどうの会代表　芝 幸代さん

まずは外に出るきっかけを。
アットホームな雰囲気です♪

気軽におしゃべりや情報
交換をしています。

お問い合わせ　りんどう（RING・DO）の会　☎ 072（759）5200（川西市社協内）

お問い合わせ　川西市中央地域包括支援センター　☎ 072（755）7581

お問い合わせ　川西市成年後見支援センター “かけはし”　☎ 072（764）6110

認知症の母の定期預金が
解約できない・・

ひとり暮らしで
将来のことが心配・・・

金銭管理が
できなくなってきている・・・

10月26日(土)
午前10時～午後２時
川西市総合体育館(雨天決行)
各障害者手帳をお持ちの方
演技やダンス、おかし食い競争など
川西市障害者団体連合会事務局
(市社協内)
☎ 072(759)5200
川西市障害者団体連合会

◆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
☎ 072(759)5200

第44回　みんなの体育祭
【日　時】

【場　所】
【対　象】
【内　容】
【申込み】

【主　催】

みんなでからだを
動かそう

▲運営に携わる川並 隆さん。自慢のベトナムコーヒーを煎れています。

ほっとできる、安心できる、
仲間と出会える、楽しいなと感じられる場

～介護者の方へ～
我慢せず、早く自分を解放して
あげてください。プロに任せて、
仲間とつながるとずいぶん楽に
なりますよ。

認知症
特集

10月10日(木) 締め切り
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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

☆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】

うさぎ自動車
花屋敷一市民
喜来我会
恵
一市民
串かつあさひ
清和台地区地球環境保護を考え実行するふくろうの会
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会

団体名・氏名 金額(円)

1,000
10,000
3,000
3,000
3,000
3,000
2,500
5,000

７月分 －現金－

恵
徳栄建設株式会社
うさぎ自動車
喜来我会
串かつあさひ
清和台地区地球環境保護を考え実行するふくろうの会
明峰地区地球環境保護を考え実行するルピナスの会

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

８月分 －現金－

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

　色々な行事を活動に取りこむことによって、日本の歴史や文化を
学びながら、子育てに役立つ情報も講師の方々から頂いて、たくさん
の親子にとって有意義な活動になりました。助成金を頂けたことに
とても感謝をしております。本当にありがとうございました。

あかはねちゃんニュース

まちの子育てひろば ひまわり

“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｡

今回で４回目となるご寄付を市社協児童施設にいただきました。
　・防災ずきん
　・レインボートンネルアーチ型
　・トンネルスタンド
日本全国で大規模な災害が発生しています。
防災ずきんはご利用者の安全確保に活用させていただきます。

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。

【預託の部】

金光教 東谷教会 信徒会
田村駒 株式会社

団体名・氏名 内容及び数量

・清拭布 876枚
・キルティングマット ８枚 
・バスタオル 11枚　・バスマット 59枚　 
・お盆 ６枚　・敷パッド ３枚
・清拭布 126枚　・バスタオル 10枚 
・タオル ９枚　・浴衣 １着  

【払出の部】
内容及び数量

・清拭布 1200枚　・キルティングマット ８枚　・バスタオル 11枚
・バスマット 59枚　・お盆 ６枚　・敷パッド ３枚 

・清拭布 126枚　・バスタオル 10枚　・タオル ９枚　・浴衣 １着

７月分 －物品－

金光教 川西教会 信徒会
８月分 －物品－

７月分 －物品－

８月分 －物品－

《お知らせ》
紙オムツ・紙パンツ等の開封されたもの、使用済みの衣類等はご
寄付をご遠慮いただいておりますのでご了承ください。ボランティア基金だより

ササベケーエス

団体名・氏名 金額(円)

2,000

ササベケーエス 2,000

７月分

８月分

団体名 池永　民恵さん代表者

｢株式会社阪急オアシス」様から  児童施設にご寄付をいただきました｢株式会社阪急オアシス」様から  児童施設にご寄付をいただきました

クリスマス会(栄養士の方を招いて楽しくクッキング＆食育)
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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　
・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

ふくしの総合相談窓口

※市社協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
社会福祉法人　正心会　さぎそう園

　去る、8月3日（土）に北陵多目的広場において、北陵地区では夏の
風物詩として恒例となっている『北陵ふるさとまつり』に参加し、模擬店
ではジュース・綿菓子を販売させていただきました。北陵コミュニティ協議
会が主催されている「ふるさとまつり」は、地域住民のふれあいの場として、
今年で32周年を迎えられ、一層その輪を大きくひろげておられます｡
　地域の皆様の協力のもと、今年も盛大に行われた行事に、地域の一員
として参加できることに喜びを感じ、今後も地域の発展に寄与できる
よう努めていきたいと思います。

【お問い合わせ】　社会福祉法人　正心会　さぎそう園
　　　　　　　　川西市丸山台３-５-６
　　　　　　　　☎072(794)7600

｢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｡
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あなたも気になるボランティア情報

　大学3年生がインターンシップという就職活動に参加しています。自分に合った仕事を見つけるための職場
体験のようなもの？
　社協にも社会福祉士等の実習で学生がやってきます。若者の未来が輝かしいものであることを願うばかりです。

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-mail: vc@k-shakyo.or.jp　ホームページ : http://www.k-shakyo.or.jp/

あとがき

申し込み・問い合わせ先

日　時：毎月第２金曜日　午後５時～７時
場　所：キセラ川西プラザ
　　　　福祉棟１階 市社協内
参加費：100円(コーヒー代）
対　象：高校生・大学生等
　　　　(おおむね15歳から29歳)
備　考：９月から時間が変更となりました。若い世代

のみなさんの「つながりの場」として、参加
をお待ちしています。

オープン・カフェッジ
日　時：10月10日、17日(毎木曜日)

午後１時～３時半
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：200円(学生半額)
材料費：800円
内　容：布絵本作り
定　員：15名(市内優先)
締　切：10月４日(金)

手作り布遊具ボランティア入門講座（全２回）

日　時：10月４日～11月１日(毎金曜日)
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：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３日(木)
　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！

聞こえを学ぶ筆談ボランティア講座(全５回)

日　時：11月20日、27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」

いなまつ  ゆか  さん
受講料：500円(学生半額)
定　員：60名(市内優先)
締　切：11月19日(火)

傾聴ボランティア入門講座(全２回)

ボランティア活動相談

11月より
午前10時～12時に

変更します

　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19日(土)
内　容：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：10月18日(金)

ボランティア１日体験教室

日　時：10月29日(火)
講座　午前10時～12時
ランチ会(希望者のみ) 12時～13時

場　所：キセラ川西プラザ 福祉棟３階 集会室
講　師：発達(子育て)外来相談員　くすのき  ゆり  さん
受講料：無料

内　容：発達障がいのお子さんの支援について
定　員：先着50名(市内優先)
締　切：10月28日(月)
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10月21日(月)まで

子育て支援者講座

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
　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。

～気軽に立ち寄ってくださいね～


