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認めあい 支えあい 心つながるまち たんば

ふくしの伝え方講座開催！

子どものココロを開くには？
コミュニケーション術を学ぼう！

だれでも使いやすい
「ユニバーサル文具」

高齢者疑似体験

車いす介助体験

7 月 23日・7月 30日
　SHOSAPO��山崎清治氏に子どもとのコミュニケー
ション方法、さんなん桜の里の職員の方に高齢者疑似体
験、ボランティアグループ四つ葉の山根武氏に車いすの
使用方法について教えていただきました。受講者は子ど
もに伝えるために自ら実践され、相手の目線に立つ大切
さを感じられていました。



　アンケートには、住民の福祉意識を高め
るには隣近所への声掛け・見守り、住民
同士の意見交換、ボランティア活動に参
加することが大切という意見がありました。
　講演の中でも【つながる】ことから【支
え合う】関係が発展する重要性について
話があり、参加者も同様に感じておられる
結果となりました。
　地域にないものに目を向けがちですが、
今、地域にある資源（宝物）を大切に、
子どもから大人まで地域に住む住民が【地
域での支えあい体制作り】に参加し、
地域の課題を地域で話し合うためにみんな
で考えるフォーラムとなりました。

地域支えあいフォー
ラム

【地域での支えあ
い体制作り】

前列左から

【春日地域】	 おおじ創生会議地域
	 福祉委員会	
	 河南　好美氏

【氷上地域】	 かたくりの会	
	 河津　徹氏

【柏原地域】	 柏原自治会長協議会	
	 会長　大野　亮祐氏

全国コミュニティライフサポートセンター
理事長　池田　昌弘　氏

特定非営利活動法人　全国コミュニティライフ
サポートセンター理事長　池田　昌弘　氏より
「あるものを活かすことから始まる『支え合い』
の地域づくり」の講演後、地域の実践発表者とディ
スカッションを行いました。

我が地区では地域ぐるみで祭りの盛り上げ、ラジオ体操、部落内の清掃（公民館の清掃・周辺の草刈り草引き、運動場
の整備）子どもからお年寄りまで和気あいあいで行っております。お互いに声かけ合いいいですよー。（春日　60代女性）地域の自慢

2019.7.20（土）
春日文化ホール
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柏原町の私の地区には「一日公民館」という行事があり、午前中奉仕作業をし、お昼に皆で昼ご飯を食
べます。地域交流ができて良いと思います。（柏原　いも）地域の自慢

　令和元年 7月23日（火）、氷上健康福祉センター
において、生活協同組合コープこうべ様と丹波市社協
は「丹波市における買い物困難者等に対応する支援協
定」を締結いたしました。
　今後は、お互いに連携を行いながら、移動販売車停
留所の情報支援、買いもん行こカーのお客様への買い
物支援ボランティアの養成、協働してボランティア講座やイ
ベントの開催、ニーズ調査など、様 な々分野で連携しな
がら丹波市の地域福祉を盛り上げていきたいと思います。
　買いもん行こカーは現在、利用登録者を募っており、
利用できる方は、自力で乗り降りができる組合員で、65
歳以上の高齢者や障がい者手帳を持っている人・妊婦
や小さな子どもを連れている人です。

　「市民活動支援センター」「男女共同参画センター」からなる市民プラザは、あなたのやってみたい！
つながりたい！を応援する施設です。
　団体設立や組織運営の支援、講演会・セミナーの開催、交流会や各種ご相談、フリースペース・会議
室のご利用など、皆さんのご参加により団体や人がつながり、やりたいことを実現する空間にしていきます。
　また、館内には「氷上子育て学習センター」を併設し、様々な世代の方にご利用いただけるサービスも
ご用意しています。
　皆さんのご来館をお待ちしています。また、皆さんの活動現場などにも出向いていきますので、お気軽
にお声かけください。

　市民プラザとポップアップホールを会場に、様々な催し物を行います。どうぞお立ち寄りください。
　　9:30～　　　　オープニングセレモニー
　　10:00～ 17:00　オープニングイベント
　　　　　　　　　�市内団体活動紹介／まちづくりに活かせる・体感するゲームコーナー／ミニステージ

／男女共同参画講演会／子育て学習コーナー／施設案内／活動相談コーナー　など
　※なお、市民プラザは10/22から平常開館します（毎週月曜日休館）。

「丹波市における買い物困難者等に
対応する支援協定」を締結！

丹波市市民プラザがゆめタウンにオープンします。

オープニングイベントを開催します。

10/22

10/20

詳しくは、丹波市まちづくり部市民活動課　電話 82-0409まで。

お申し込み・お問い合わせは
コープこうべくらしの情報センター

0120-44-3100まで 買いもん行こカー
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ご近所の方々、高齢にもかかわらず野菜作りが盛んで、まめな草取りなどご自宅の周りがいつもきれいです。
私の目標にもなります。（青垣　60代女性）地域の自慢

あなたの地域を、あなたの力で暮らしよく。

くらし応援隊養成講座
開催のお知らせ

あなたのお話 聴きます☆

※講座（基礎）については、地域の公民館等にも出向きます。お気軽にお問い合わせを！

加齢や体の不調に伴い、少しずつできないことが増えてくるのは誰でも同じこと。
部屋の掃除、ゴミ出しなど、高齢者の生活のサポートをする方（くらし応援隊員）を養成する講座です。

傾聴ボランティアグループ「虹」が
立ち上がりました。
会員 10 名で「心の介護」を合言葉に、現在
は月に10回～ 20回ほど活動されています。

☎受講申し込み / お問い合わせ☎
丹波市社会福祉協議会　ふだんのくらしサポートセンター

（柏原・山南）72-2930　（氷上・青垣）80-2930（春日・市島）74-0294

２０１９

＊講座（応用）の内容は変更することがあります。

※講座（基礎）13：30～ 15：00、講座（応用）は15：00～ 16：00です。

回 日　程 会　場 講座（基礎）13：30～ 講座（応用）15：00～

4 10月1日（火） 柏原福祉センター ■�丹波市の現状（福祉分野）について
■くらし応援隊の必要性について
■くらし応援隊の活動内容
■ボランティア活動の留意事項
■事務手続き
※�初めての方は講座（基礎）を必ず受
けてください。

高齢者向けのおかず作り
講師：管理栄養士

5 11月5日（火） 氷上健康
福祉センター

『食中毒予防の注目ポイント』
�　講師：丹波健康福祉事務所

【傾聴申し込み・問合せ】
代表：竹村富美代　☎ 090-5656-9230
一緒に傾聴ボランティアをやってみたい
方も募集しています！
気軽にお問い合わせください！！

【利用上の約束事】
①�対象は、丹波市内在住で、「心の触れ合いを求めている方」
です（男女問いません）。
　�（1人暮らしの高齢者、施設に入所されている高齢者、介護
している方等々）
②��利用料は、1回あたり300 円です（交通費等に充てます）。
③�利用時間は、1回あたり1時間程度です（移動時間は含ま
ない）。
④利用者のお宅や入所されている施設にお伺いします。
⑤研修を受けたボランティアが、2人 1組でお伺いします。
⑥傾聴で知り得た個人情報を他人に漏らすことはありません。
⑦家事や介護は出来ません。
⑧飲み物やお菓子はいただきません。

　相手のお話に耳を傾け、心に
寄り添って、じっくり聴き、あり
のままに受け止めます。
　頑張ってきたこと、不安や悩
み、心の内にたまった思いなど、
どんなことでもお気軽にお話し
ください。
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ミライズそらに子どもを預けていますが、とてもきれいな建物で子どもがうらやましいです。(柏原　男性)地域の自慢

久下自治振興会でサロン開始！
「にこにこ久下」

だんない～ＤＡＮＮＡＩ～ 次回 11/30（土）
柏原地域で開催決定！！

山南支所通信

７月より地元を中心とした脳活ゲームのメンバーと一緒に、約１時間の楽しい
サロンが始まっています。サロンの後はぜひ…

↓↓↓↓↓

「おくどさん」
自治協のふれあい喫茶でモーニング
からランチまである。

「野菜市」
喫茶スタッフ発案で地元の農産物を販売。旬の
野菜や工芸品などいろんなものも登場する。

久下自治
振興会
メモ

市島地域を
もっとより良く！！

　いちじま憩いの家のご利用者の方と一緒に、案
山子を製作しました！ご利用者の方には顔のパー
ツや髪の毛などを担当してもらいました。目の部
分の裁縫もバッチリ！今年NHKで話題となった
「チコちゃん」が完成しました。いつも怒ってい
るチコちゃんですが、みんなが笑顔になれるよう
に、「いつもにこやかチコちゃん」と題してニコ
ニコのチコちゃんが完成しました！

　市島地域５地区の情報共有の場や
各地域がより良くなっていくよう
に、市島地域の各自治振興会長さん
が月１回集まり自治振興会長会が開
催されています。社協も参加し、生
活支援体制整備などの進展に向けて
の話をさせていただいています！

案山子の目の部分を裁縫中♪
皆さん真剣に作ってくださいま

した (^^)/
記念にパシャリ

市島支所通信

自治振興会長会の様子

　７月より認知症の当事者がスタッフとなる日
時限定の喫茶店「だんない」が開店しました。
２回目には開店前から行列ができ、両日とも和
やかで賑やかな場となりました。
★★★★★★各スタッフ募集中★★★★★★

手作り雑貨出店！
　同日子供用品リ
サイクル会もあり
ます。

11/2 ボランティアまつり
10：00 から 山南住民センター

今年も出来ました！「案山子」

第4月曜
10：00〜

7/10
＆
9/1 ➡

丹波市ボランティア協会
山南支部役員
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井中地区も空き家が年々少しずつ増え、雑草が繁茂して何かが出てきそうです。しかし、公民館（公民館庭は各組当番制の清掃あり）周辺と用水池、
地蔵堂のあたりは、だれがするということもなく、平均して1年清潔に保たれています。これも井中住民の心の現れと思い感謝しています。(氷上　82翁)地域の自慢

サマボラ コミュニティカフェ
　今年も氷上中学生がサマーボラン
ティア体験教室に参加してくれまし
た！！
　西部デイサービスのご利用者さんや
こうがやま児童館の子ども達とふれあ
い、元気に活動をしていました（・〉・）
　「今後もボランティア活動に積極的に
参加したい！」と言っていたので皆さ
んの地域で活躍してくれるかもしれま
せん！今後の活躍が楽しみですね♪

　新田自治会でコミュニティカフェが開
催されました。今回は、まだ暑いという
ことでホットコーヒーだけでなくアイス
コーヒーやジュースも準備しました。
　会場は、コーヒーを飲みながら楽しい
おしゃべりや笑い声に包まれていました。
　みなさんの地域にも出張いたしますの
でお気軽にお声掛けください♪

氷上支所通信 氷上福祉バザーは 11月 24日（日）開催

▼イベントのお手伝い

▼折り紙作成中！

サマーボランティアを実施しました！
　1日目はゆめわあく柏原で折り紙やヨーヨーの作成など
のイベントの準備、2日目は柏原自治会館で行われた、ゆ
めわあく柏原主催のイベント「大きなおはなし会 deミニ
ままマルシェ」のお手伝いで参加させていただきました。
今年度は小学生 7名の参加があり、みんなで楽しく、また
真剣に作業していました。
　サマーボランティアを通じて、ボランティアをすること
の楽しさを学べたのではないでしょうか。
　受け入れてくださったゆめわあく柏原の皆さん、参加し
てくださったみなさん、お疲れ様でした。そして、ありが
とうございました！

柏原支所通信

第 15 回
かいばら

福祉バザー
11/17（日）

9：30 ～ 11：00
（完売次第終了）

西部デイサービス こうがやま児童館
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あつまろかｆｅ（自治会カフェ）

予告！！ 春日ふくしバザー 10/27 開催

サマーボランティア講座

コミュニティカフェ開催！

レクリエーション用具が増えました♪ 

　今年度から各支所単位で自治会で
のカフェ開催支援を行っています。
社協と一緒にちょっとした ‘つどいの
場’ を作ってみませんか？

　毎年 11/3 に開催していた福祉バザーですが、今
年度は 10/27 の開催になります。バザー品のご提供
を本年度もよろしくお願いいたします！！
＊�収集・持ち込みについては各自治会で集められま
すので、10月以降に各自治会の自治会長様・福祉
委員様にお尋ねください。
＊�各集落で収集できない場合など、ご不明な点はお
問い合わせください。

　７/24 ～ 8/28 にかけてサマーボランティア講座を開
催しました。今年も手話だけでなく、様々な体験を通し
てコミュニケーションの大切さを小中学生に感じてもら
いたく開催しました。感想として「耳が聞こえない人は
手話や筆談、空書きで伝えることができることが分かり
ました。」とありました。気持ちや想いを伝えたいという
心が大切で方法は様々だと気付かされました。
　来年度も様々な体験ができればと思っています。福祉
を知るきっかけになり、学びの多い時間を提供できれば
と思います！！

　室内で使っていただけるレクリエーション用具「的
あてあそび（両面）」が増えました！
的は吊りひもで壁や柱に掛けたり、床に敷いても遊べ、
持ち運びしやすい大きさです。サロンや地域等でご活用ください。

青垣支所通信

桧倉自治会カフェ
奥塩久自治会カフェ

春日支所通信
〜 春 日 ほ っ と 話 〜

〜青垣地域がもっと好きになる〜

私の地区には足利尊氏ゆかりの石龕寺があります。毎年11月の第三日曜日はもみじ祭が行われ武者行列が行われ大勢の方
が参拝に訪れてくださいます。もみじの葉が小さくて大変きれいです。御縁がありましたらお詣り下さい。(山南町80代女性)地域の自慢

　桧倉自治会ではコミュニティカフェ運営支援事業を活用し、公民館
でカフェを開催されました。ボランティアさんが手作りのお菓子を準
備してくださり、談笑しながら楽しいくつろいだ時間とな

りました。
　また、奥塩久自治会でも
いきいき百歳体操の体験の
あとにカフェを開催され、
コーヒーを片手に世間話に
花が咲いていました♪

最初は社協が道具・飲み物を
準備して開催します。

詳しくはご相談ください。

7



百歳体操が毎週水曜日13：30からあり、歌をうたったり、ゲームをして15：00頃まで30人ほどで遊びます。
（柏原　女性）地域の自慢

介護保険通信

▶ 見知らぬ車や業者が出入りしている
▶ 頻繁に、金融機関に行っている
▶ いつもと様子が違う、困っているように見える

高齢者が消費者被害に遭わないためには…
　高齢者心理の特徴として、お金、健康、孤独の 3つに不安を抱えています。悪質業者は、そこ
につけ込み、訪問販売や電話勧誘販売の手口で、高齢者のお金を狙っています。

　もし被害に遭っていたとしても高齢者の方は、「自分が悪い」「恥ずかしい」「認めたくな
い」という心理が働き、誰にも相談できません。そして、一度被害に遭ってしまうと、悪質
業者に何度も狙われてしまいます。
　高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活していくためには、「地域の見守り」
が重要です。
　多くの方の見守りの目があれば、地域から悪質業者を排除することができます‼

いちじま憩いの家の運営推進会議を開催しました
（令和元年７月２４日）
＜報告事項＞　・現在の利用状況について
　　　　　　　・今後の方向性について

ご近所でこんなことはありませんか？

春日・市島 地 域にお 住まいの
高齢 者の方の相 談は

丹波市東部地域
包括支援センター

電話　７４－１９００

消費 者問 題の相 談は

丹波市役所 くらしの安全課
消費生活センター

電話　８２－0996

どうしよう…！

何か心配ごとが
ありますか？

ご
報
告
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私の町黒井新町では毎週（水）百歳体操、月1回いきいきサロンがあり会食、歌をうたったり、ビンゴゲー
ムをしたり人数は少なくないですが楽しませてもらっています。（春日　H・A子）地域の自慢

あんしんネット た ん ば

参加者の感想より

まずは、
ご相談ください！ お問い合わせ　電話：８２－４６３１（丹波市社協　地域福祉課）

フォ
ローアッ

プ講習会を開催しました！
正しい姿勢と歩き方講座

美骨ウォーキング

ファミサポ通信

丹波市ファミリーサポートセンターの情報を発信！

からだLab　Gooth
美骨ウォーキング®
足育ナビゲーター®
講師
　　安藤　恵子さん

（神戸市）

　いつまでも健康で美しい身
体作りをめざし、姿勢を見直
し、必要な筋肉と関節を作る
『美骨ウォーキング』を指導し
ていただきました。

日頃の身体の使い方で、筋力アップで
きることがわかり有意義でした。日頃、
気をつければ特別なことをしなくても
維持できそうです。

姿勢、歩き方、体の使い方、
どこを意識するか…。
こんなにも若々しくなれる！
楽しかったです！

プール当番の時、利用しました。

利用例

送迎で利用しています！

ファミリーサポートセンター利用しています！

　ファミサポは、子育ての手伝いをしてほしい方と子育
ての支援をしたい方がお互いに助け合う組織です。

　２学期が始まりました。
２学期はとても行事の多い学期
です。子どもさんが新しいことに
チャレンジして、成長を感じる学
期になりそうですね。
　ファミサポでは、忙しいお父さ
んお母さんの子育てをお手伝い
します。

　夏休み、プール当番の時、下の子
どもを預かってもらいました。猛暑の
中、連れて行くこともできず、とても
助かりました。

　アフタースクールから習い事への送迎
で利用しています。習い事が始まる時間に
送っていただいています。お迎えは仕事が
終わってから行けるので、助かります。

7/8
（月）

日常生活自立支援事業と成年後見制度の違いについて
日常生活自立支援事業 ・・・・・  判断能力に不安がある方に対し福祉サービスの利用支援や相談、情

報提供、日常的な金銭管理のお手伝いをします。
成年後見制度・・・・・・・・・  判断能力が不十分な方に代わって、財産の管理や様々な契約やサー

ビスの手配（主に法律行為全般）を行い、生活を支援します。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」 の２種類があります。

本人の状況

必要な支援
判断能力が全くない 判断能力が不十分 判断能力が十分

日常生活に必要な金銭管理
福祉サービスの利用

法定後見制度

法定後見制度　又は
日常生活自立支援事業

任意後見制度契約行為
多額の財産管理
不動産の処分
借金・相続の手続き　等

法定後見制度
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自然が多く小川には透明なきれいで冷たい水が流れ子供達ものびのびと過ごせる所だと思います。
（氷上　さくら）地域の自慢

　社協では、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮せるまちづくりを目指して活動していくために、一
般会費・賛助会費・法人会費へのご協力をお願いしています。ご協力いただいた会費は、地域福祉事業を推進
するための重要な財源として、有効に活用させていただきます。

社協会費にご協力ありがとうございます

令和元年度　法人会員（5,000 円 /1 口）のご紹介 令和元年 7月31日現在

令和元年度　賛助会員（3,000 円 /1 口）のご紹介 令和元年 7月31日現在

	

柏原地域 田邊　欽治　様 （1 口） 柏原地域 八木　武男　様 （1 口）

柏原地域 細見　忠明　様 （1 口） 氷上地域 長澤　進　様 （10 口）

春日地域 田村　ひろ子　様 （1 口） 山南地域 松本　きよ子　様 （1 口）

市島地域 尾松　勝實　様 （1 口） 市島地域 井上　敏　様 （1 口）

市島地域 西安　五月　様 （1 口）

柏原地域 田原会計事務所　様 （4 口） 柏原地域 勢志モータース　様 （1 口）

柏原地域 石見サービス㈱　様 （2 口） 柏原地域 八千代ケアサポート㈱　様 （1 口）

柏原地域 ㈱たんぽぽ　様 （1 口） 柏原地域 （福）恩鳥福祉会　様 （1 口）

柏原地域 柏原神姫自動車工業　様 （1 口） 柏原地域 アイカ工業㈱　様 （1 口）

柏原地域 ㈱関西旅行社　様 （1 口） 柏原地域 鷹峰㈱　様 （1 口）

柏原地域 ㈱デンテックス　様 （1 口） 柏原地域 （福）丹波柏原福祉会　様 （1 口）

氷上地域 ㈲ほのぼの薬局　様 （1 口） 氷上地域 （福）氷上町福祉会　認定こども園ぬぬぎ　様 （1 口）

氷上地域 （福）氷上町福祉会　認定こども園さちよ　様 （1 口） 氷上地域 氷上観光㈲　様　 （2 口）

氷上地域 片山商店　様 （1 口） 氷上地域 ㈱栗田商店　様 （1 口）

氷上地域 （医）まつもと医院　様 （2 口） 氷上地域 ㈲コタニ設備　様 （1 口）

氷上地域 ㈱清水保険事務所　様 （3 口） 氷上地域 ㈱かどの　様 （1 口）

氷上地域 ㈲氷上広告センター　様 （1 口） 氷上地域 明昌機工㈱　様 （1 口）

氷上地域 （福）氷上町福祉会　認定こども園ふたば　様 （1 口） 氷上地域 タイヤショップフジワラ　様 （2 口）

氷上地域 （医）敬愛会　大塚病院　様 （1 口） 氷上地域 特別養護老人ホーム松寿園　様 （1 口）

氷上地域 太田自動車㈱　様 （1 口） 氷上地域 カドノ診療所　様 （2 口）

氷上地域 ㈱森田工務店　様 （1 口） 氷上地域 （医）あせい歯科　様 （1 口）

氷上地域 丹波トラック運輸事業協同組合　様 （1 口） 氷上地域 勢志喬商会　様 （1 口）

氷上地域 夫婦橋　様 （1 口） 氷上地域 辻工務店　様 （1 口）

氷上地域 （医）わく歯科医院　様 （1 口） 氷上地域 樹里美容室　様 （1 口）

氷上地域 村上商事㈱　氷上インターセルフ　様  （1 口） 氷上地域 丹波ひかみ森林組合　様 （1 口）

氷上地域 ㈱ネクステ　様 （2 口） 氷上地域 オーケイ電設㈱　様 （1 口）

氷上地域 （福）氷上町福祉会　認定こども園いくさと　様 （1 口） 氷上地域 ㈱トーワ　様 （2 口）

氷上地域 豊嶋鉄工　様 （1 口） 氷上地域 氷上自動車工業㈱　様 （2 口）

氷上地域 三浦医院　様 （1 口） 氷上地域 （福）氷上町福祉会　様 （1 口）

氷上地域 ㈱東兵庫魚菜　様 （1 口） 氷上地域 バイエリッシャーホーフ　様 （1 口）

氷上地域 ㈲丸茂自動車　様 （1 口） 氷上地域 あおぞら薬局　様 （2 口）

氷上地域 ㈲田モータース　様 （1 口） 氷上地域 （医）清風会　様  （2 口）

氷上地域 ㈲芦田食品　様 （1 口） 氷上地域 芦田明縫工所　様 （1 口）

氷上地域 サンケイ開発㈱　様 （1 口） 青垣地域 （福）敬寿記念会　様  （2 口）

青垣地域 （福）青垣福祉会　様 （1 口） 春日地域 芦田石油　様 （1 口）

春日地域 （福）三相園福祉会　様 （1 口） 山南地域 （福）五輪福祉会　様 （1 口）

市島地域 ㈱ハギハラ　様 （1 口） 市島地域 美和郵便局　様 （1 口）

市島地域 新崎自動車㈱　様 （2 口） 市島地域 理研電線株式会社市島工場　様 （1 口）

市島地域 （一社）前山　さきやま苑　様 （1 口） 市島地域 大和特殊硝子㈱　様 （1 口）
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本所受付分
【金銭預託】
　春日町黒井	 大槻　佐知子	 様	 2回
【物品預託】
　	 匿　名	 様	 オムツ、消臭剤

氷上支所受付分
【金銭預託】
　横　田	 足立道彦	 様	 2回
　　沼	 明昌あすなろ	 様	 2回	
　常　楽	 カラオケ喫茶歌今翔	様	 2回
　新　郷	 上市場観音講	 様	 5,000円
　成　松	 東洋電機労働組合	様	 20,000円　バザー収益金
【物品預託】
　氷　上	 元田　肇	 様	 キャベツ10㎏
　氷　上	 赤井　哲也	 様	 もち米100㎏
　石　生	 匿　名	 様	 卓上ゴミ箱2,000枚
　神戸市須磨区	谷川　洋一	 様
　黒　田	 藤原　康彦	 様	 痛快世界の冒険文学全24巻	

青垣支所受付分
【金銭預託】
　山　垣	 匿　名	 様	 お地蔵さんのお賽銭
【物品預託】
　山　垣	 匿　名	 様	 使用済み切手　188枚
　佐　治	 匿　名	 様	 使用済み切手　326枚

春日支所受付分
【金銭預託】
　野　村	 野村公民館	 様	 野村ふるさと祭り　10,000円
	 	 	 チャリティーバザー売上預託
　棚　原	 棚原自治会	 様	 29,450円
	 	 	 春日育成苑屋台売上金（夏祭り）
【物品預託】
　	 匿　名	 様	 ねぎ7㎏、剥き栗2㎏
	 	 	 かぼちゃ28.5㎏、なす10㎏
	 	 	 とうがらし16㎏、ししとう2㎏
	 	 	 うり10㎏、青うり6.3㎏
　棚　原	 山本　憲明	 様	 手芸品・用具・毛糸・布・三味線
	 	 	 亡母	みつゑ様の地域福祉への想いを伝えるため
　平　松	 滝本　幹雄	 様	 トマト11.5㎏、きゅうり4㎏
	 	 	 なす4㎏、介護用品
　野上野	 尾松　賢作	 様	 クマ型　木工細工（100体）
　朝　日	 匿　名	 様	 玄米2袋

山南支所受付分
【金銭預託】
　　	 ポンテ	 様	 2,400円　コーヒーバザー収益金

市島支所受付分
【金銭預託】
　徳尾	 髙雄　幾生	 様　2回
【物品預託】
　	 匿　名	 様	 米120㎏

金額等掲載については、ご本人様の意志を確認しています。
　預託理由については、一部省略をしています。　

（令和元年７・８月受付分）

〔　　　　　　　　　　　　　〕

　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てあげる、それが「Foster family( 里親家庭 )」です。
＜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。

◆里親出前講座を実施します◆
里親制度を地域の方に広く知っていただけるよう『里親出前講座』も随時開催しています。「里親
になるには資格がいるの？」「短期里親ってあるの？」など、どんな疑問にもお答えします。地域団
体や学校などへお伺いしますのでお気軽にお申込み下さい。費用は無料です。

お問い合わせ：兵庫県川西こども家庭センター
住所：〒666－0017　川西市火打１－12－16　電話番号：０７２‐７５６‐６６３３

家庭のぬくもりを求めている子ども達のために

西部デイサービス
センターへ

私の住んでいる青垣町は青がつくくらい緑がたくさんあって、きれいな水が流れていて、まさしく、自然そ
のままです。何といってもきれいな空気が自慢です。（青垣　40代女性）地域の自慢

『Foster family（里親家庭）』に
なりませんか？
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この広報は、皆さまにご協力いただいた社協会費により発行しています。

認めあい　支えあい　心つながるまち　たんば

社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会 丹波市社協 検 索

社協ホームページ

福祉バザー

無料法律相談日 

相談時間:午後1時～午後4時（1人30分）
　予約必要 ☎82-4631  （土日祝日を除く、
午前8時30分～午後5時15分）

 弁護士による相談です。

開催場所 相談日 予約開始日
市 島 支 所   9月24日(火)   9月11日(水)
柏 原 支 所 10月  8日(火)   9月25日(水)
氷 上 支 所 10月29日(火) 10月16日(水)
青 垣 支 所 11月12日(火) 10月30日(水)
春 日 支 所 11月26日(火) 11月13日(水)

心配ごと相談日
相談時間:午後1時３０分～午後4時（予約不要）

 地域の民生委員・児童委員による相談です。

開 催 場 所 相談日

春 日 支 所
  9月20日（金)
10月18日（金）
11月15日（金）

市 島 支 所 10月  3日(木)
11月  7日（木）

山 南 支 所 10月  7日(月)
11月11日（月）

青 垣 支 所 10月  9日(水)
11月  6日（水）

柏 原 支 所 10月16日(水)
11月20日（水）

氷 上 支 所 10月21日（月）
11月18日（月）

相談予定カレンダー
（9月20日～11月30日）

丹
波
市
氷
上
町
常
楽
二
〇
九
ー
一

丹
波
市
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
課

切手

（裏面） （表面）

6 6 9 3 6 0 2① 

ク
イ
ズ
の
答
え（
Ａ
〜
Ｃ
）

②
こ
ん
な
事
業
や
取
組
み
が

　あ
っ
た
ら
い
い
な
！
と

　思
う
こ
と

③
住
所･

名
前･

年
齢・

　ペ
ン
ネ
ー
ム

　おたよりの中から、抽
選で5名様にたんば共
通商品券500円分を差
し上げます。
　下記の①～③を明記
の上、お寄せください。皆
さまからのたくさんのお
便りお待ちしています！

7月号のクイズの答え

ふくしほっとクイズ

ブックカフェ「たんぽぽのわたげ」が開催され
ている地域はどこでしょう？

C.山南町です。

問. 支えあいフォーラムで丹波市が進めて
いる体制づくりとは？

Ａ. 地域での支えあい体制作り 
Ｂ. 地域での触れあい体制作り 
Ｃ. 地域での盛り上げ体制作り 

応募締切

10月31日
（消印有効）

いつもたくさんのお便り
ありがとうございます

ご案内

12月初旬
災害ボランティア講演会
を予定しております。
ステキな講師にお越し
いただく予定です。
詳しくは次回91号にて
ご案内いたします。

災害ボランティア講演会
今年も
やります！
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開催日 開始時間 会　場 連絡先

10/27（日） 11：00 春日住民センター 74-0477

11/  3（日） 未定 ライフピアいちじま 85-0517

11/  9（土） 13：00 青垣住民センター 87-0084

11/17（日） 		9：30 柏原福祉センター 72-1236

11/17（日） 10：00 農協山南支店
JAふれあいまつり会場 77-2359

11/24（日） 		9:00 氷上健康福祉センター 82-4613


