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令和３年赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金のご報告令和３年赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金のご報告
　１０月１日より全国一斉に運動を展開してきました「共同募金運動」は、自治会をはじめ、学校や職場など
たくさんの皆さまにご支援、ご協力いただき、年末をもって、令和３年度実績として計上する運動期間は終
了しました。ここにお礼とご報告をさせていただきます。集められた募金がまちの福祉向上につながるよう、
有効に活用させていただきます。ありがとうございました。

　１０月1日に「赤い羽根共同募金」の街頭募金を川西能勢
口駅周辺にて行いました。昨年に引き続き、マスク、フェイス
シールドをつけての街頭募金となりました。ご協力ありがと
うございました。

赤い羽根共同募金運動
募金目標額
募金実績

8,500,000円

7,260,035円

歳末たすけあい運動
募金目標額
募金実績

5,800,000円

4,822,331円
←ボーイスカウ
ト第６団による
歳末たすけあい
運動街頭募金の
様子

〈↑川西能勢口駅周辺にて街頭募金の様子〉

〈↑社協玄関入り口にてガチャガチャ募金にご協力の様子〉

←川西北陵高等学校
   生徒会の皆さん

〈↑「いないいないバァー」お別れ会・人形劇の様子〉

令和３年度「厚生労働大臣表彰」受賞‼
共同募金運動奉仕団体　【川西市婦人会】

　永年にわたり、共同募金運動を積極
的に推進される中で、街頭募金などの
活動実践を通して広く啓発、普及に努め
られました。
　受賞おめでとうございます‼

　兵庫県立川西北陵高等学校の生徒
会の皆さんが、赤い羽根共同募金を社
協窓口に持参してくれました。これから
の未来を支える若い世代にも、福祉活
動に関心を持っていただいています。

募金方法
戸別募金（自治会）
街 頭 募 金
個 人 募 金
その他の募金（任意団体等）
学校・法人・職域募金他
　計　（募金総額）　

赤い羽根共同募金
4,905,281
16,656
438,471
200,941
1,698,686
7,260,035

歳末たすけあい運動
4,718,619
15,000
67,708
21,004

-
4,822,331

　皆さまからお寄せいただいた

募金が、“安心して暮らせるまち

づくり”のためにどのように役立

てられているかをご紹介します。
【共同募金配分金による　　　　　　　　　　

　　助成金事業実施団体】
団体名：鴬台子育てひろば「いないいないバァー」
　　　　　　　代表者：松林美代子さん

　コロナの感染拡大で、なかなか“ひろば”を開くことができなかった
のですが、お母さん方の強い希望もあり状況をみながら開催しました。
お別れ会、人形劇は大きなイベントですが、何とか開くことができ、本
当に良かったと思います。お母さんも子どもたちも喜んでいました。

あかはねちゃんニュースあかはねちゃんニュース

“ありがとうメッセージ”

（単位は円）

令和4年3月1日（4） 第193号



市民が市民を支える権利擁護の活動が広がっています！ 自分にできることから始めてみよう！

　川西市成年後見支援センター“かけはし”では、市民
が市民を支える権利擁護活動の一環として、市民後見人
の養成・活動支援を行っています。令和３年度は11名が
養成研修を受講されました。受講者の一人は、「責任の
ある立場に不安を感じるが、本人とのコミュニケーション
が大切と学んだ。今後は地域の人にもっと制度を知って
もらいたい。」と話されます。これまでに6名が市民後見
人として選任され、現在５名が活動しています。
　フォローアップ研修では、意思決定支援等について理
解を深め、情報交換の場として交流会を行いました。

　Aさんは認知症があり、金銭管理ができず家賃の滞納などがあり
ました。民生委員さんや近所の人、福祉サービスの支援を受けてい
ます。ふだん気にかけてくださる周りの方がいることは本人の幸せだ
と思います。後見人の活動は、地域との連携が欠かせません。見守っ
てくださる方が、いざとなれば連絡をくださるので、スムーズに後見
活動ができています。

参加した市民後見人からは「本人との信頼関係づくりが
難しいが、焦らず気長に関係者とチームで取り組んでい
きたい。」という意見が出るなど、やりがいを持って、本人
に寄り添った援助を行っていきたいという前向きな気持
ちが感じられました。認知症等で判断能力が低下した方
が、住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続けら
れるよう、今後ますます市民による権利擁護活動が期待
されています。令和４年度市民後見人養成研修事前説明
会は６月頃を予定しています。皆さまの参加をお待ちして
います。

◆市民後見人　Yさん

久代老人福祉センター　　　第２水曜日
一の鳥居老人福祉センター　第３月曜日
　時間はいずれも午後１時～午後３時
　祝日はお休みです。

◆成年後見相談窓口

▲令和3年度市民後見人
　養成研修の様子▲市民後見人活動の様子

一人暮らしで将来が不安でしたが、成年後見制度のことなど、
いろいろ教えてもらい、安心しました。

始めは、自分が相談に乗れるか不安でしたが、養成研修を受
けたことで少しでも役に立ち、手助けできて嬉しいです。

相談者

研修修了者

（相談無料）

＊成年後見制度とは認知症や知的障がい者、精神障がい者などで判断能力が不十分な方の権利を守る援助者（成年後見人等）を選ぶことで、
ご本人を保護し意思決定を支援する制度　＊市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人等として選任された一般市民のこと

◆問い合わせ　川西市成年後見支援センター“かけはし”（センター職員による相談　月～金9時～17時受付）
　　　072（764）6110　 Email：kakehashi@k-shakyo.or.jp

出会えてよかった！サポートのおかげです。 ～ファミリーサポートセンターの活動を通して～

かわにしファミリーサポートセンター　会員募集中！！
TEL　072(740)6800　FAX　072(759)5203
E-mail  famisapo@k-shakyo.or.jp

ご興味のある方は、

ファミサポまで

お問い合わせく
ださい。

　ファミリーサポートセンター(以下：ファミサポ)とは、地域で助け合いながら子育てを支え
合う会員制の組織です。相互援助活動として、活動する様子を紹介します。
　協力会員のKさんが行う小学2年生の Iくんへの援助活動は、小学校から少し離れた学
童への送りです。週に2，3回の援助活動を行い、「おかえり」と出迎え、「今日学校でこんなこ
とがあったよ」などと二人でおしゃべりをしながら歩いていきます。
　「どんぐり拾いや、ダンゴ虫探し、時にはヘビの観察などにもつきあいながら、半年間のサ
ポートを通して、怪我も事故もなく安全に通えているのはKさんのおかげです。安心して仕
事ができています」とIくんのお母さん談。
　Kさんは「サポートで子どもたちと関わることができて楽しかったと思うことが多いです。子どもたちからエネルギーをもら
い、自分自身の成長にもつながっています。」と話されます。
　ファミサポは、会員登録制で、依頼があればサポートをしてくれる会員（協力会員）を調整します。
　サポートの対象年齢は０歳～小学校６年生です。協力会員は、講習を受講済みの方ですので、安心して依頼することがで

きます。
　現在、ファミサポでは協力会員を募集しています。今のライフスタイルを変えずに、空いて
いる時間にサポートをしてみませんか？ ご連絡、お待ちしています！！

令和4年3月1日（5）第193号



善意銀行だより

☆池田泉州銀行 川西支店
　普通　4859932
☆三井住友銀行 川西支店
　普通　3242392

善意銀行振込先

口座名義 福）川西市社会福祉協議会
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
ﾌｸ）ｶﾜﾆｼｼｼｬｶｲﾌｸｼｷｮｳｷﾞｶｲ

ボランティア基金振込先
☆池田泉州銀行 川西支店
　普通　4859933
☆三井住友銀行 川西支店
　普通　3680948

令和3年9月1日～令和4年1月31日　受付分たくさんの善意をありがとうございます

ボランティア基金だより
金額（円）団体名・氏名

3,000
3,000
3,000
1,000
3,000
3,000

内藤
内藤
内藤
笹部一市民
内藤
内藤

令和3年9月分
10月分
11月分

12月分
令和4年1月分

　　　　　　　　団体名・氏名
●預託の部 －現金－　 （敬称略・順不同）

金額（円）
1,000
20,000
5,000
2,000
3,000
3,000

233,000
3,000
1,000
5,000
3,000
10,000
2,000
3,000
10,000
1,000
2,000
3,000
50,000
2,000
3,000
10,000
50,000
1,000
20,000
5,000
10,000
100,000
4,674
3,000
15,000
100,000
27,673
2,000
3,000
3,000
1,000
3,000
16,097
100,000
2,000
10,000
3,000
3,000

うさぎ自動車
一市民
新田一市民
ササベケーエス
恵
一市民
株式会社 阪急オアシス
喜来我会
うさぎ自動車
徳栄建設（株）
喜来我会
ハイクおじさん
ササベケーエス
恵
アルミ缶収益美園町さつき会
うさぎ自動車
清和台一住民
喜来我会
一般社団法人　近畿まちづくり協会
ササベケーエス
恵
ハイクおじさん
匿名
うさぎ自動車
一市民
徳栄建設（株）
居酒屋わいるどふぁーむ
NPO法人プロレスリングアンサー
おひさまくらぶ
喜来我会
北山千恵子出版記念読書会一同
一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部
 OKK株式会社　OKK労働組合
ササベケーエス
恵
新田一市民
うさぎ自動車
喜来我会
多田院長寿クラブ
生活協同組合コープこうべ
ササベケーエス
美園のおっさん
一市民
恵

●支出の部 －現金－　
金額（円）団体名・氏名

60,000
27,316
150,000
233,000
60,000
60,000
100,000
15,000

●払出の部 －物品－　
内容及び数量

　　・紙パンツ、尿とりパット
　　・色画用紙、色紙、クレヨン、絵筆
　　・固形石けん、マスク
　　・下着、肌着、ズボン
　　・リハビリパンツ
　　・リハビリパンツ、紙オムツ
　　・リハビリパンツ、紙オムツ、尿とりパット、紙パンツ
　　・掛け布団カバー、シーツ、座布団カバー、のれん
　　・タオル、バスタオル、タオルケット
　　・消臭シート、おしりふき、口腔ウエッティ、布マスク
　　・肌着、ブランケット
　　・雑巾、ウエス
　　・毛布、タオルケット

令和3年9月分
10月分

11月分
12月分
令和4年1月分

子ども食堂 運営助成金 (1件 )
修学旅行補助 (2件 )
修学支援金 (5件 )
川西市社会福祉協議会 (指定払出 )
修学支援金（２件）
子ども食堂 運営助成金 (1件 )
川西さくら園（指定払出）
修学支援金（１件）

●預託の部 －物品－　
内容及び数量団体名・氏名

紙パンツ(5袋)、紙オムツ(1袋)、 
尿取りパット(7袋) 
リハビリパンツ(3袋) 
米(110kg) 
おしりふき(7袋)､リハビリパンツ(3袋) 
紙オムツ(4枚)、尿とりパット(8枚) 
掛け布団カバー(4枚)、のれん(2枚) 
座布団カバー(1枚)、シーツ(2枚)
消臭ｼｰﾄ(3袋)、紙パンツ(2袋) 
タオル(101枚)、ブランケット(1枚)、
あかすり(3枚)、割烹着(2着) 
 

令和3年9月分

10月分

12月分

令和4年1月分

一市民
 
匿名
生活協同組合コープこうべ 
丸野　輝雄 
㈱アソシア
一市民
 
清和台一市民
米村 為吉
 
生活協同組合コープこうべ 米 (110kg) 

令和3年9月分
10月分

11月分
12月分

令和4年1月分

令和3年9月分

10月分

11月分

12月分

令和4年1月分

　確定申告時に必要な『領収書』および『税額控除に
係る証明書』を発行いたします。お振込みいただいた場
合でも郵送いたしますので、必要な方は下記までご連
絡ください。　
　企画・総務チーム 072（759）5200

川西市社協は『税額控除』の対象法人です！川西市社協は『税額控除』の対象法人です！

　余ったマスクの活用方法をご紹介！
　アクリル絵の具を使ってお絵かきをしたり、アイロンプリントを
使って世界に一つの自分だけのオリジナルマスクを作って楽しん
でみませんか？
　眠っているマスクを活用し、楽しくリメイクしましょう♪

　市内にお住まいの尾辻春靜さんは、ガーゼマスクで「産着」を
作られます。
　マスクをほどき、消毒をし
て、アイロンをかけ、丁寧に
縫いあわせて、マスク5～6
枚が1枚の産着に大変身！！
　皆さんもぜひマスクのリ
メイクでお家時間をステキ
に過ごしましょう！

余ったマスクでSDGｓ！

令和4年3月1日（6） 第193号



ふくしの総合相談窓口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

社協福祉総合相談

心配ごと相談

成年後見制度相談

 

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

☎（７５９）５２０2 月～金曜日 午前9時～午後5時

相　談　名 内　　容 問い合わせ 曜　日 時　　間
福祉の他の相談では対応困難な相
談

☎（７５９）８６１１ 月・木曜日 午後1時半～4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

成年後見支援センター
“かけはし”
☎（７６４）６１１０

月～金曜日 午前9時～午後5時成年後見制度に関する相談

第３水曜日 午後1時～4時成年後見制度に関する相談
（第２金曜日までに要予約）

☎（７５９）５２００ 月～金曜日 午前9時～午後5時判断能力に不安がある方の福祉サービ
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

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

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、必要な知識や情報を提供。無料
ですので、お気軽にお問合せくださ
い。（要予約）

☎（７６４）６１１６ 月～金曜日 午前9時～午後5時障がい者の虐待についての相談

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

川西さくら園
☎（７５5）1772

川西さくら園相談支援
☎（７４４）７２００

月～金曜日 午前9時～午後5時

第３土曜日 午前10時～12時
ボランティア活動に関する相談

月～金曜日 午前9時～午後5時会員登録と入会説明
（要予約）

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

生活福祉資金貸付相談

司法書士による
成年後見専門相談

日常生活自立支援事業
に関する相談

ファミリーサポート
会員登録

月～金曜日

月～金曜日

第3木曜日

午前9時～午後5時半
※川西さくら園

午前9時～午後5時

※予約制

（時間内随時受付）

午前10時半～12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）

18歳未満のお子様のご相談はこ
ちらで対応

ピ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

※市社会福祉協議会実施分を掲載しています。新型コロナウイルス感染拡大状況により変更する場合があります。　　　

川西市障がい者基幹相談
支援センター

☎（７５８）６２２８
FAX（７５８）６２５０
shien-c@k-shakyo.or.jp

　生活協同組合コープこうべ 第１地区本部様からのご寄付
に対し、感謝状を贈呈しました。ご寄付いただいた５２０ｋｇ
のお米は川西市内のこども食堂に払い出しました。

感謝状を贈呈しました
　毎年ご寄付をいただいております、株式会社阪急オアシス
様より、本年度は233,000円のご寄付をしていただきました。
　本会が運営する福祉施設をご
利用いただいている皆様に、安心
してご来館いただくため、新型コロ
ナウィルス感染症対策として、手指
消毒用消毒液や非接触型体温計、
パルスオキシメーター、アルコール
消毒液スタンド、サーキュレーター、
加湿機能付き空気清浄機を購入
させていただきました。
　ありがとうございました。

いつもありがとうございます

6月
  8月
10月
  1月
    計

150kg
150kg 
110kg
110kg
520kg

ご寄付いただいた内訳
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