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赤い羽根

共同募金運動が始まります!!

あなたもわたしも
このまちで
子育てひろば「ぴよこクラブ」

支え合って生きている

♬募金にご協力を(10月１日～)♬
街頭募金・社協窓口にて500円以上ご協力くださった方には、
川西市共同募金委員会 初の 、オリジナル「きんたくんコンビ

か わ に し

ニエコバッグ」をお渡しします。

令和４年度 川西市共同募金
委員会オリジナル
「きんたくん
コンビニエコバッグ」
※ 実 際のものとは多 少 異なる
場合があります。

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

（新型コロナの感染状況により中止になる場合もあります｡）
今年も街頭募金を行います！
地域でつながる子どもの見守り

◆毎年１０月１日に、川西能勢口駅周辺、市内各地で街頭募金を行っています。
日時、場所等詳しくは、９月中旬に社協の
ホームページとLINEにてお知らせします。
♬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。

次ページでは、どのように募金が集められているか、また皆さまからご協力いただいた募金がどのように
活用されるかをわかりやすく紹介します。
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あかはねちゃんニュース特別号

～赤い羽根・歳末たすけあい募金から生まれるつながり～
皆さんの募金はこう使われています！

共同募金とは、
「誰もが住み慣れたまちで安心して暮らすことができるように」と
始まった、地域福祉推進のための活動です。募金の協力には８つの方法があり、市民

の皆さんがご自分の利用しやすい方法で募金してくださっています。集まった募金は、
下記の図のように３割は兵庫県内の活動へ、７割は川西市内の福祉活動へ配分されます｡
今回の特別号では、共同募金の助成金が配分されている市内の活動や、団体、事業
所の皆さんにお話を伺いました！募金の配分先ではどのような取り組みがされて
おり、どのようなつながりが生まれているのでしょうか。
2～3ページでは赤い羽根募金の配分先、4ページでは歳末たすけあい募金の配分
先を紹介します。

３割

配分先
兵庫県の共同募金委員会へ還元｡

７割
川西市共同募金委員会へ
募金する｡

配分先
川西市社協から川西市内の様々な
福祉活動へ配分されます｡

県内の社会福祉施設や福祉団体、
災害時の準備金等へ活用されます｡

❶小地域福祉活動 ❷ボランティア活動
❸福祉啓発 ❹福祉情報活動
❺民間福祉施設や福祉団体
❻児童・青少年活動へ活用されます｡

募金の方法
❶戸別募金

自治会役員が各戸訪問または自治会等を通じて募金をお願いする方法で、募金方法の中で最も大きな割合となる約７割を
占め、募金の推進に大きな役割を果たしています。

❷街頭募金

❹

川西能勢口駅周辺やショッピングモールなどの街頭において通行人等に寄付をお願いする方法です。

❸学校募金

福祉を学ぶ入口として児童・生徒が赤い羽根共同募金の活動へ参加し、募金の意義を考える
きっかけとなるよう福祉教育活動としての役割を担う募金方法です。

❹法人募金

会社や事業所、店舗等へ訪問などによって寄付をお願いする募金方法です。あかはねちゃん
サポーターのシールが貼ってある企業は、共同募金に協力いただいた企業です。

❺職域募金

企業、団体、官公庁、学校などの職場で、従業員が社会貢献活動の一環として行う募金方法です。

法人募金協力店シール

❼

❻イベント募金

イベントや行事の開催時に、その場に集まった人々に寄付をお願いする方法です。
共同募金をPRするなど、募金活動を行っています。

❼個人募金

戸別募金以外で、振込やインターネット募金・個人の持参等による募金です。
川西市社会福祉協議会のホームページからのインターネット募金や本会窓口でも受け付けて
います。右記のQRコードからも募金いただけます。

❽その他の募金

市内の福祉施設や店舗等に設置している募金箱への寄付等による募金方法です。

インターネット募金
QRコード
https://onl.bz/uZp7Axa
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配分先の福祉活動をご紹介！～赤い羽根募金編～
子ども食堂「みんなの食堂ひだまり｣（❶小地域福祉活動への配分）
令和4年6月から、多田地区福祉委員会主催の子ども食堂「みんなの食堂ひだまり」が
オープンしました！昨今子どもの「孤食」が社会問題になり、多田地域の子ども達が家庭的
な雰囲気の中みんなでごはんを食べられる場所を地域に作りたいという想いが、子ども
食堂を始めるきっかけだったそうです。
｢みんなの食堂ひだまり」のこだわりは、バリエーションが豊富なメニューと手作りの
料理です！アレルギーなども気にかけて食材を選んでいます。地元の畑でとれた新鮮な
野菜も使って、家庭的な味が楽しめるメニューになっています。
多田地区福祉委員会委員長の吉永さんは、
「9月からは、子どもだけでなく、一人暮らし
の高齢者など、どなたでも一緒に楽しく食事ができる場所にしていきたいです。今も中学
生のボランティアが活動しており、また地元の農家からは野菜をもらっています。皆さんの
募金から受けた助成も大きな助けになっています。このように、
『食』をきっかけに住民が
つながり、気に掛け合う関係がたくさん育まれる場所にしたいと思っています｡」と話され
ています｡
昨年度、新たな地域福祉活動への助成金事業、
｢社協ひだまり基金・共同募金事業」に応募いただ
き、子ども食堂の立ち上げへの思いをプレゼンして
いただきました。市民の皆さんの募金が「みんなの
食堂ひだまり」開設へのサポートになりました。

令 和５年 度 社 協ひだ
まり基 金・共 同 募 金
事 業の助成金申請に
ついては、7ページを
ご覧ください。

｢みんなの食堂ひだまり」
★開催日：第2・３土曜日
★時間：午前11時半～午後2時
(ラストオーダー午後1時)
★場所：多田公民館 ２階 調理室
★参加費：子ども100円
おとな200円
チラシは
QRコードを
チェック！

点訳ボランティア入門講座（❷ボランティア活動への配分）
ボランティア活動センターでは、目の不自由な方への支援として、言葉文字を点字に訳す点訳ボランティア育成しています｡
その中で、今回は、点訳ボランティア入門講座を受講されボランティア活動への第一歩を踏み出した堀江さんと小野さんの
２人にお話を伺いました。
点訳ボランティア入門講座はボランティアグループ「りんどう」の会員が講師となって、
開催している10回の連続講座で、２年に１回開催しています。
堀江さんと小野さんは「コロナ禍になって暇になったからやってみよう。」、
「点字に興味
があった｡」とそれぞれの思いで講座を受講されました。10回連続の長丁場な本講座ですが､
最後まで受講された２人は「ハードだった｡」と一言。それでもグループに入会したのは、
｢いつでも辞められるからもう少し頑張ってみよう｡」という気持ちと「分からないことが
あったらなんでも聞いて｡」という“先輩たちの心強い言葉”があったからだと話されました｡
今は、実際のボランティア活動のための練習をされており、２人で相談し合い、時には
先輩を頼りながら活動を継続されています。講座を受講したからこそ出会えた２人がつな
がり、お互いに支えあって、ボランティア活動を始めようとしています。
皆さんの募金を使って開かれた講座をっ受講した方々が、学びを生かして地域のボラン
ティアとして活躍されています。

今は点筆よりもパソコン
点 訳 が 主 流 に なって い
ます。

まちの子育てひろば「ぴよこクラブ」(❻児童・青少年活動への配分)
｢ぴよこクラブ」では、6カ月から幼稚園に入る前までの子どもたちが、先生たちと一緒
に、手遊びや工作、体操や歌を歌いながら楽しい時間を過ごしています。また保護者同士も
つながり、子育てについての色々な悩みを相談し合うなど、情報共有の場にもなっていま
す。夏休みには、ぴよこクラブを卒業した小学生のお兄さんお姉さんたちが遊びに来てくれ
て、一緒に交流することもあります。
ぴよこクラブの先生方は、
「おうちでもできる遊び」にこだわり、家にあるものを使った
工作や、手でできるゲームなど、みんなが家に帰っても楽しめる遊びを取り入れています。
昨年末のクリスマス会では、赤い羽根共同募金の助成金を活用して、サンタさんからの
プレゼントを入れるカバンをみんなで作り、楽しく交流されました。
ぴよこクラブでできたお友達と公園で一緒に遊ぶなど、子育てひろば以外での交流も
広がっています！

｢ぴよこクラブ」
★開催日：第2・4火曜日
★時間：午前10時半～正午
★場所：けやき坂公民館
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歳末たすけあい募金で､コロナでも絶やさないつながりづくり
12月からは歳末たすけあい募金がスタートします。
この運動は、共同募金の一環として、自治会の方、また、関係機関・
団体等、皆さまの参加やご支援を得て展開します。ご協力いただき
ました募金は、市内の要援護世帯や福祉活動を行う団体や施設な
どに配分されます。暮らしやすい地域づくりのため、皆さまのあた
たかいご協力をよろしくお願い申しあげます。

～配分先～
❶生活保護世帯以外の低所得世帯で、
越年のため歳末援護を必要とする世帯
❷在宅(介護)福祉事業
❸障がい者施設 ❹民間福祉団体
❺子育て支援
❻地域福祉事業など

配分先の福祉活動をご紹介！～歳末たすけあい募金編～
ドリーム甲子園（❸障がい者施設への配分）
ドリーム甲子園川西事業所は主に知的障がいのある方が通所されている事業所です。色々な
作業を通して、地域社会で自立した生活をおくるために日々活動されています。コロナ禍の影響
によりここ2、3年は外出するイベントが出来なくなり、地域との交流もほとんどなくなってし
まったそうです。そのような中、昨年度の歳末たすけあい募金でクリスマス会と新年会が開催さ
れました。クリスマス会ではジャンケンで勝った人から順番にプレゼントを選んでいくコーナー
があったのですが、終わった後で希望のプレゼントと交換し合うなど、ゆずり合うご利用者の
様子も見受けられたそうです。
ご利用者の優しい心が、自立した地域での生活につながっています。

ひとり暮らし高齢者の会「あじさい」

「百寿会」(ひとり暮らし高齢者当事者グループ)

（❹民間福祉団体への配分）

民生委員等がひとり暮らし高齢者のお宅を戸別訪問

65歳以 上で１人暮らしの世帯に民生
委員が中心となり、友 愛 訪 問や 例 会を
行っています。今回は、新型コロナウイル
ス蔓延防止のため、楽しみにされていた
新 年 会をやむを得ず 中止に、代 わりに
会員の皆様に少しでも笑顔、元気を取り
戻していただこうと、お弁当とお花をお
届けしました。
訪問すると、「まあきれい、嬉しい｡」
｢新年会は残念だったですが、こんな状態
なので仕方ないですね｡ありがとう｡」と笑顔で応じてください
ました。このような姿を見ることができたのも歳末たすけあい
募金をいただいたおかげです。品物と共に、消費者被害防止
のチラシ等も配布し、皆さんに呼びかけを行いました。
｢普段は会わなくても、誰かが気にかけてくれている、近所
同士のつながりがありがたいですね｡」と民生委員の元井さん
は話されます。
多田地区民生委員児童委員
元井初美さん
＊川西市ひとり暮らし高齢者の会
についての問い合わせは
川西市社会福祉協議会まで
TEL：072(759)5200

地域でつながり、孤立を防ぐ！

｢百寿会｣会長
武市さん

加茂小地区の「百寿会」は、地域の一
人暮らし高齢者同士で、交流しながらお
互いに元気を与え合おうという思いで活
動されています。民生委員の皆さんが一
人暮らし高齢者へ声掛けし、現在21名の
会員が集まっています。
｢百寿会」会長の武市さんは、
「一人暮
らしなので、家にいると寂しさを感じる
ことも多いです。でもみんなで集まり、顔を合わせ、おしゃべり
することで元気になれます。」と話されます。コロナ禍でなか
なか集まることができない期間が続きますが、みんながさみし
くないようにと、武市さんから会員の皆さんへ電話すること
や、顔を見に行かれることもあるそうです。
昨年末には約2年ぶりにみんなで集まることができ、皆さん
お互いに元気をもらえたと喜んでおられました。集まる際はい
つも民生委員の皆さんが当日の準備や、来られなかった会員
の方を訪問して、お弁当を届けるなどのサポートをしておられ
ます。また、今年の4月には、武市さん直筆のお手紙を、担当の
民生委員から各会員へ配布されました。民生委員とのつなが
りも「百寿会」が長年続いているポイントです！

皆さんの募金が配分された先では様々な、人と人とのつながりが生まれてい
ます。お互いに支え合う関係が広がり、誰もがいきいきと暮らせるまちづくりに
は、そのまちに住む市民の皆さんの力が必要です。今回の記事が、一人でも多く
の方にとって地域福祉活動への参加のきっかけとなれば嬉しいです。

～あなたも民生委員・児童委員として活躍してみませんか～
民生委員･児童委員の3年に1度の一斉改選が、令和4年12月1日に行われますが、一部
地域において欠員地区があり、一緒に活動できる方を探しています。
住みよい地域をめざして、身近な相談相手として、支援を必要とする方を関係機関へつな
ぐ「つなぎ役」などの活動を通じて、あなたの力を地域の「縁の下の力持ち」民生委員・児童
委員として活かしてみませんか｡
詳しくは、川西市役所地域福祉課(TEL：072(740)1172)または川西市社会福祉協議会
(TEL：072(759)5200)まで。
ＱＲコードから川西市のホームページもご覧ください。(https://onl.sc/2J3AziL)

兵庫県版ミンジー
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令和３年度

事業・決算報告

令和３年度は主に以下のことに取り組みました。

❶地域共生社会の実現に向けた総合的・重層的な相談支援体制の検討
❷成年後見制度利用促進に向けた中核機関としての取組み
❸生活支援体制の市内全区域の整備に向けた取組み
❹地域福祉人材の確保と育成

❺第5次川西市地域福祉推進計画の策定開始

❻福祉施設の指定管理者の指定更新に向けた取組み

詳しくは右側のURL、QRコードからご覧ください。http://www.k-shakyo.or.jp/about/

教育支援資金貸付制度のご案内

学びたい気持ちを応援します！！
進学したいけど、学費が心配。
必要な費用どれくらいかかる
のかな～？
学費はいつ頃までに準備をし
ておく必要があるのかな？

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に必要な、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はなく、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。なお、この制度は学生本人に貸付を行うものと
なっています。

就学支度費、教育支援資金
は入学前に必要な資金にも
対応しています。
まずはご相談下さい。

・審査に時間がかかりますので、資金が必要な時期の概ね
２か月前にはご相談ください。

・教育支援資金の利用については、他制度の利用が優先と
なります。

・ご相談の際は必要書類等事前にお電話にてお問合せくだ
さい｡

日常生活自立支援事業
■お手伝いの内容

詳しい内容はQRコードからご覧ください｡
【他制度のご案内】
・日本学生支援機構（大学等奨学金）
・日本政策金融公庫（国の教育ローン）
・兵庫県高等学校教育振興会（高校等奨学金）
・私立高等学校入学資金貸付（高校等入学資金）
・母子父子寡婦福祉資金（就学支度金）など

判断能力が低下しても安心して暮らすために、
あなたの生活やお金を守る事業です。

◎福祉サービス利用に関する相談や助言、手続きや利用料の支払いを支援します。
◎預貯金の出し入れや公共料金等の支払いを代わりに行います。

◎通帳（50万円程度まで）や銀行印、年金証書等の公的書類をお預かりします。
◎郵便物を一緒に確認して、必要な手続きのお手伝いをします。

■利用できる方（以下の両方に該当する方）

◎在宅で生活されている、判断能力に不安がある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方
◎この事業の契約内容について理解できる方

■利用料

1時間1,400円（本会より半額の700円を助成しています。なお、生活保護世帯は無料です｡）

第45回 みんなの体育祭
【日

【場

【対
【内

時】

所】

象】

容】

10月22日(土) 午前10時～正午

川西市総合体育館（雨天決行）
各障害者手帳をお持ちの方

競技やゲーム、ダンスなど

【申込み】

川障連事務局

【主

川西市障害者団体連合会

催】

TEL：072(759)5200

10月６日(木) 締め切り

第21回 障がい者一日サロンを開催予定
障がい者週間事業
テーマ「笑顔で暮らそう♪地域とともに」
【日

時】

12月３日(土)

【場

所】

アステ川西６階

【主

催】

川西市障がい者週間事業実行委員会

【内

容】

午前10時半～午後４時半(予定)

アステ市民プラザ

シンポジウムや各種イベントを予定

＊コロナ感染拡大状況により、内容の変更や中止となる場合があります。

お問合わせ

川西市社会福祉協議会

TEL：072(759)5200

令和４年９月１日（６）

第195号

｢社協かわにし｣ の 名前総選挙
前号（｢社協かわにし６月１日号」(194号)）で社協かわにしの名前を募集を行いました。たくさんの応募あり
がとうございました。その中から候補として選出された下記の５作品の中から人気投票を行います。

ぽけっと

TUNAGU

意味や想い：皆さんのいろんな思い
を包み込むような存在、また寒いと
きに暖めてくれる存在。

意味や想い：必要としている人に必要
としているものをつなぐ、人や福祉や
制度をつなげること、それに気付ける
ことが大切ではないかと感じます｡

意味や想い：with you with me
ひとりじゃないよ。

投票方法：●応募フォームから入力。
川西市社協窓口で投票。
投票期間：10月14日(金) 午後５時まで。
投票結果は社協かわにし３月号で発表します！
お楽しみに!! ※投票は１人１回までです。

福祉の相談窓口

● 社会福祉総合相談 ●
｠午前９時～午後５時

TEL：072(759)5202

福祉の他の相談では対応が困難なとき

● 心配ごと相談 ●
月・木

｠午後１時半～午後４時

TEL：072(759)8611

日々の暮らしの悩みごとなど

● 成年後見制度相談 ●
月～金

｠午前９時～午後５時

TEL：072(764)6110

成年後見制度に関する相談

● ボランティア活動センター ●
月 ～ 金

午前９時～午後５時

第３土曜

午前10時～正午

TEL：072(759)5200

ボランティアに関すること

● ファミリーサポートセンター ●
月～金

｠午前９時～午後５時

TEL：072(740)6800

会員登録と入会説明(要予約)

子どもの預かりと送迎のサポート

● 司法書士による成年後見専門相談 ●
第３水曜

午後１時～午後４時

意味や想い：キャッチーかつ、私た
ちの地域を発信するコンテンツとし
て分かりやすいと思い“ぼくらのか
わにし”にしました。

きらり☆

With

月～金

ぼくらのかわにし

TEL：072(764)6110
第２金曜までに要予約

司法書士との成年後見制度に関する相談

意味や想い：誰もがきらり☆と輝け
るように。

応募フォーム
URL:https://forms.gle/1CERhBjjq8A3k6ZZ9
右記QRコードからもアクセスいただけます。

令和５年度社協ひだまり基金・共同募金事業
申請受付スタートします！
特定非営利活動法人川西高齢者と歩む会の解散に
伴って川西市社会福祉協議会に寄贈された
1,000万円の寄付金と共同募金配分金を組み合わせ
川西市の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｡
★助成対象：市内で福祉活動に取り組む５人以上のグループ・団体
★対象事業：令和５年度に実施する新たな地域福祉活動
★助成金額：１団体あたり上限30万円
★募集期間：令和４年10月３日(月)～令和５年１月６日(金)(必着)
★申込方法：市社協事務局①番窓口、または市社協の公式ホー
ムページから募集要項、所定の申請書を入手しご
記入ください。窓口へお持ちいただく、郵送、
メールで申請書をご提出ください。

里親相談会
虐待など様々な背景をもつ子どもたちを温かく家庭に迎えいれて
くれる里親が必要とされています。
里親制度の説明や体験談を聞きにきませんか。
日時：令和４年10月25日(火)受付午前10時～午後３時
会場：川西市火打１－12－16 キセラ川西プラザ３階
兵庫県川西こども家庭センター 多目的室
※説明の所要時間は、１時間程度です。ご都合の良い時間にお越し
ください。

｢里親」を知ってもらうための講座

里子さんを家庭に迎えて、地域で暮らしている里親さんのお話を
聞きにきませんか。
日時：令和４年11月11日(金)午前10時～午前11時半
会場：宝塚市売布東の町12－７
ぷらざこむ１ ３階 フリールーム

兵庫県川西こども家庭センター
TEL：072(756)6633

第195号

令和４年９月１日（７）

● 善意銀行だより ～ たくさんの善意をありがとうございます ～
【預託の部】

【支出の部】

団体名・氏名

金額(円)

団体名・氏名

金額(円)

禎造

100,000

やすこ
宮嶋

1,000

ボランティアまどか

5,357

ササベケーエス

2,000

恵

3,000
2,000

紀久子

50,000

うさぎ自動車

1,000

一市民

徳栄建設㈱

5,000

伊勢

喜来我会

3,000

串かつあさひ

下加茂自治会３組１班

貞夫

10,000
3,000

368

５月分 －現金－
うさぎ自動車

1,000

喜来我会

3,000

一市民

1,000

一市民

2,000

一市民

1,000

ササベケーエス

2,000

一市民

1,000

ハイクおじさん

10,000

宮嶋

100,000

禎造

高砂会グラウンドゴルフ部

5,000

串かつあさひ

3,000

新田一市民

5,000

はぎの会

10,000

恵

3,000

多田院長寿クラブ

22,807

やすこ

1,000

うさぎ自動車

1,000

アルミ缶収益

10,000

美園町さつき会

1,000

やすこ
禎造

100,000

一市民

5,000

匿名

50,000

摂代楽友クラブ・
悠遊シニア夢くらぶ
喜来我会

20,000

30,000

「ひまわり」
匿名

1,000,000

徳栄建設㈱
一市民

６月分 －現金－
1,100
480,000
120,000
20,000

７月分 －現金－
当事者団体助成金（５団体）
生活一時つなぎ資金（２件）
子育て支援学習支援助成（１団体）

185,000
31,100
60,000

【支出の部】
内容
４月分 －物品－

尿とりパット、リハビリパンツ、吸水シート、おしりふき、タオル、肌着

５月分 －物品－

尿とりパット、リハビリパンツ、オムツ、衣類

７月分 －物品－

子ども用オムツ、色画用紙、ウエス、衣類、文房具

5,000

ササベケーエス

2,000

一市民

3,000

恵

3,000

串かつあさひ

3,000

ボランティア基金だより
団体名・氏名

金額(円)

４月分 －現金－

内藤

3,000

５月分 －現金－

内藤

3,000

６月分 －現金－

10,000

映画食の安全を守る人々

うさぎ自動車

1,000

上映川西実行委員会

やすこ

1,000

ササベケーエス

2,000

清和代一住民

2,000

恵

3,000

喜来我会

3,000

串かつあさひ

3,000

7,380

内藤
中村 多喜美
笹部一市民

3,000

社協かわにし6月1日号(194号)
｢ボランティア基金だより｣の記
載内容に誤りがございました。
正しくは下記の通りです。

1,000

団体名・氏名

1,000

３月分 －現金－

７月分 －現金－

内藤

【お詫びと訂正】

3,000

金額(円)

内藤
中村 多喜美

3,000
1,000

寄付をご検討中の方へ

【預託の部】

●川西市社協は『税額控除』の対象法人です●

団体名・氏名

内容及び数量

４月分 －物品－
やすこ

タオル30枚

久代小地区福祉委員

タオル15枚

山本

一夫・山本

オムツ類2袋、肌着4枚、尿とりパット2袋、

大澤

和典

陽子

口腔ケアスポンジ1箱
タオル30枚

５月分 －物品－
輝雄

としちゃん

衣類
リハビリパンツ2袋、尿とりパット2袋

６月分 －物品－
博

一市民

リハビリパンツ1袋、衣類
布団カバー6枚、口腔ケアスポンジ13本、
尿とりパット3袋

今西

35,204

生活一時つなぎ資金（１件）
子育て支援子ども食堂助成（４団体）
子育て支援学習支援助成（２団体）
福祉教育活動補助（１件）

20,000

3,000

ハイクおじさん

藤倉

生活一時つなぎ資金（２件）

尿とりパット、リハビリパンツ、オムツ、タオル、ラップ、文房具

地域支援グループ

７月分 －現金－

丸野

金額(円)

６月分 －物品－

６月分 －現金－

宮嶋

団体名・氏名
５月分 －現金－

４月分 －現金－
宮嶋

※寄付者のご希望により未記載のものがあります｡
令和4年4月1日～7月31日 受付分(敬称略・順不同)

テル子

グリーンハイツ在住市民

布マスク40枚、ストラップ25本
タオル35枚、バスタオル7枚

７月分 －物品－
生活協同組合コープこうべ
第一地区本部
金光教東谷教会信徒会

米110kg
清拭布574枚

銀行振込での寄付をご検討の方は、事前に下記までご連絡いただ
きますようお願いします。税額控除の証明書をご希望の方は、合わせ
てお知らせください。
また、物品のご寄付に関しましては、新品未使用かつ未開封の物
品をお願いしております。物品寄付をしたいができるかなどについ
てもお気軽にお問い合わせください。
ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。
川西市社会福祉協議会 企画・総務チーム｠TEL：072(759)5200

●善意銀行振込先

☆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
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

☆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
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

令和４年度善意銀行計画
いつもあたたかい善意のご寄付をありがとうございます。
川西市善意 銀行では、皆 様からのご 寄付を有 効に活用できるよう
運営委員会を開催し、計画を立てて運営をしています。
前年度との変更点は、子育て支援助成として子ども食堂開設支援、
運営支援の上限金額を増額しています。
予算と事業計画の詳細については、川西市社会福祉協議会ホーム
ページに記載しておりますのでご覧ください。
川西市社会福祉協議会 会員会費・募金・助成金
善意銀行 令和4年度 計画
http://www.k-shakyo.or.jp/kaihi/

令和４年９月１日（８）

第195号

あなたも気になるボランティア情報
新型コロナウイルス感染症の拡大状況によりやむを得ず事業を中止する場合があります。

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： ９ 月17日(土) 筆談（講師：川西サマリー）
10月15日(土) 手話（講師：手話サークルパピヨン）
時 間：午前10時～正午
受講料：無料
場 所：キセラ川西プラザ福祉棟２階 共用会議室
定 員：各15名
締 切：各々の前日

手作り布遊具ボランティア入門講座
日

時：10月13日(木)、20日(木)
午後１時半～午後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：1,000円(18歳以下900円)
講 師：ボランティアいずみ
内 容：フェルトで作るまきまきカタツムリ
持ち物：裁縫道具、はさみ(布切り用)
定 員：15名
締 切：10月７日(金)

ボランティア活動相談
ボランティアに興味をお持ちの皆さんお気軽にお立ち寄りください
日
場
内

時：毎月第３土曜日 午前10時～正午
所：キセラ川西プラザ 福祉棟１階 市社協内
容：ボランティア活動を始めようとしている方を対象に活動
内容の紹介や説明を行っています。

● 申込み・問い合わせ先 ●
ボランティア活動センター
TEL 072(759)5200 FAX 072(759)5203
E-mail：vc@k-shakyo.or.jp

ファミサポ
掲示板

テーマ：サポート中の｢腰痛を防ごう！」 無料
～腰痛の原因とその対処法～

時：10月18日(火) 午前10時～正午
所：キセラ川西プラザ 福祉棟３階 集会室
師：宝塚医療大学 准教授 中川 達雄さん
員：30名
象：子育て支援に興味がある方(ファミサポ会員・市民優先)

自分の空き時間を利用し、地域の子どもたちの
送迎や預かりをしてみませんか？

ファミサポ協力会員

時：10月７日～11月４日の毎金曜日(全５回)
午前10時～正午
場 所：キセラ川西プラザ福祉棟２階 共用会議室
受講料：大人500円(18歳以下250円)
講 師：川西サマリー
内 容：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！
定 員：15名
締 切：９月30日(金)

※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時の間、随時相談を受け付けています。

かわにしファミリーサポートセンター
第３回講習会 参加費
日
場
講
定
対

日

募集中！

令和４年度社協会員募集中!!

あなたの地域の福祉活動をサポートしませんか？
社協会員になって一緒に地域を盛り上げましょう☆
会費の活用や、その他詳細は
右のＱＲコードから
チェックしてください！

子ども人権オンブズパーソンって名前は聞いたことがあるけど…
どんな活動をしているのか詳しいお話を聞いてみませんか？

かわにしファミリーサポートセンター
第４回講習会
テーマ：｢子どもを１人の主体として受け止める｣
～子どもの権利を守り、心を育む～
日
場
講
定
対

時：11月21日(月) 午前10時～正午
参加費
所：キセラ川西プラザ 文化棟２階 大会議室
無料
師：子どもの人権オンブズパーソン事務局
大倉 得史さん
員：50名
象：子育て支援に興味がある方(ファミサポ会員・市民優先)

かわにしファミリーサポートセンター申込み・問い合わせ先

TEL：072(740)6800

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

●広告掲載してみませんか？
社協かわにしは川西市内全域に全戸配布しております。
社協会員会費２万円～でこちらのご案内と同じサイズの広告
を掲載いたします。会員会費は川西市の地域福祉に役立てら
れます。詳しくは下記へお電話ください。
川西市社会福祉協議会｠TEL:072(759)5200

広告
募集

皆様のお声をおきかせください！
川西市社会福祉協議会は、地域の皆様と一緒に
｢ ”暮らし続ける” 想いが叶うまち かわにし」を目指してまちづくりに取り組んでいます。
ぜひ、｢社協かわにし」へのご意見、ご感想をお願いします。
アンケートフォーム：https://forms.gle/ZjrPzkNertanXeaW6
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

～地域で子育てを支えあう～

聞こえを学ぶ筆談ボランティア講座

