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社会福祉法人 丹波市社会福祉協議会
よりそい・うけとめ・ほっとかへん

　子どもたちの健やかな成長のために、赤い羽根共同募金と社協会費を活用し、認定こども園に保　子どもたちの健やかな成長のために、赤い羽根共同募金と社協会費を活用し、認定こども園に保
育資材の購入経費の助成を行っています。育資材の購入経費の助成を行っています。
　写真は、認定こども園みつみで新しく購入されたおもちゃ「つなげてモイモイ・わいわいセット」　写真は、認定こども園みつみで新しく購入されたおもちゃ「つなげてモイモイ・わいわいセット」
です。園児は「どんどんつながるです。園児は「どんどんつながる

~~
♪」と楽しみながら遊んでいます。♪」と楽しみながら遊んでいます。



車いす介助体験

講師：丹波市社協ホームヘルプセンター職員

アイマスク体験 ユニバーサル文具の展示 高齢者疑似体験

コロナに負けず、毎日30分歩くことを頑張っています　（氷上　80代　女性）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

福祉教育推進会議を実施しました！！

　丹波市社協では、福祉教育に必要な経費の助成をしています。また、各学校
へ出向き福祉に関する講師やボランティア団体と学校との連絡調整等の支援をし
ています。

　８月 17日に小・中・特別支援学校
の福祉教育担当の先生 23名が集い福
祉用具の体験や、各学校で実施してい
る福祉教育への取り組みについて、各
地域に分かれ、グループワークを行い
ました。
　丹波市社協ホームヘルプセンターの
職員が講師となり、車いす介助、アイ
マスク、高齢者疑似体験を実施し、社
協職員も加わりパラスポーツである
ボッチャ・ゴールボールを実際に体験
しました。

グループワーク（各学校の取り組みについて地域ごとに話しあい）

～参加した先生からの感想～
「実際に体験することで、児童に感
じてほしいことを考えることがで
きた」「小学校・中学校で活発な意
見交流ができて有意義だった」な
ど多くの感想をいただきました。
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ありがとう♥メッセージ がんばる団体を応援！事業

しゃきょうたすけあいフードドライブ 制服等バトンタッチ事業

コロナに負けるな！
応援プロジェクトのご紹介と報告

ダイエット、子どもとたくさん遊ぶ（春日　あゆやのあゆまき）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

　丹波市社協では新型コロナウイルス感染症から人々の笑顔を守りさらに心のつながりを深め、
コロナ禍であっても地域福祉を進めることを目的として以下のプロジェクトを実施しています。

プロジェクト名 プロジェクトの趣旨 対　象 受付期間

ありがとう♥
メッセージで

心つながる・つなげる
事業

※裏表紙を
ご覧ください！

感謝や応援の気持ちを社協の
HPや広報紙等で伝えることで、
みんなでコロナ禍を乗り切る気
運を高める。メッセージをきっ
かけとして、あたたかな人間関
係や地域づくりに寄与する。

丹波市民 10月31日まで

制服等
バトンタッチ事業

住民の方から、卒業や成長に伴
い、使用しなくなった制服や学
用品を募集し、コロナ禍で生活
が苦しくなった世帯など必要と
されている方へお渡しする。

市内認定
こども園保護者
小・中学校保護者

募集：
4月19日～5月21日
8月1日～ 8月31日
（希望物品の不足を補う
ため再募集）
受け渡し：8月中旬～

がんばる団体を応援！
事業

コロナ禍において、感染予防を
行いながら、市民が笑顔になれ
るような取り組みを目的とする
事業に対して、助成を行う。

丹波市在住・在勤者で
構成される団体

6月14日～
7月21日

地元のお店を応援！
事業

※ 4P をご覧ください！

市内で接客を伴う商店等に対
し、必要なマスク、消毒液等を
お届けし、“地元のお店を応援し
ています” の応援メッセージを
届ける。

丹波市内の
接客を伴う商店 8月 2日~8月 31日

しゃきょうたすけあい
フードドライブ事業

※ 4P をご覧ください！

コロナ禍により生活困窮となっ
ている世帯に対し、主に市民か
ら食料品の提供で一時的にでも
生活環境の改善を行う。

【提供】丹波市民
【申込】�丹波市内の
ひとり親世帯・食料を
必要とする世帯

4月22日・23日
8月26日・27日
12月・3月（予定）

地域の皆様を応援します！
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第３回第３回
しゃきょうたすけあいフードドライブを行いました！しゃきょうたすけあいフードドライブを行いました！

コロナに負けるな！応援プロジェクトコロナに負けるな！応援プロジェクト
地元のお店を応援！事業地元のお店を応援！事業

　8月 26 日、27 日の両日、市内のひとり親世帯やコロナ禍の影響を受け
食料品を必要とする 45世帯 104 名に食料支援を行いました。

　市内で接客を伴うお店に対し、“地元のお店を応援します” の応援メッセー
ジと共に、コロナウイルス感染症拡大防止に必要なマスク、消毒液等をお届
けしています。
　8月 2日から受付を開始し、8月末から順次職員がお届けしております。
　今後、お店の皆様と社協もつながっていきたいと思います。

コロナウイルス感染拡大を防止するため、
令和３年度の福祉バザーは中止いたします。【お知らせ】

　各ご家庭にあるお米や缶詰、飲料品、レトルト・インスタン
ト食品などをご提供いただき、事前申し込みされた希望者にお
渡ししました。
　「こんなにたくさんいただいてもいいのですか？とても助かり
ます」「ありがたいです。寄付いただいた方にもよろしくお伝え
ください」など多くのお言葉をいただきました。
　提供いただいた市民の皆様、丹波市職員様、社協善意銀行
に預託いただいた皆様、市内企業の皆様のご支援があり、実
施することができました。ありがとうございました。

提供者 提供いただいた品物

市民の皆様
丹波市職員様
コープこうべ様
丹波市社協職員

米 462.5kg、缶詰・びん詰 164 点、カッ
プ麺・乾物・乾麺 159 点、菓子 215
点、飲料 197 点、調味料 118 点、レ
トルト食品 404 点、野菜・果物 87 点

社協（コープ柏原店で調達）
味付け海苔、缶詰（ツナ・サバ・焼鳥）、
レトルト（牛丼・カレー）、カップ麺、
ふりかけ　計約 10 万円分

いただいた食品を仕分けする様子

コープこうべ第 4地区本部コープ柏原店
より食料品の寄付を受けました

9月１日が私の誕生日なので、家族で食事に行きたいです（柏原　70代　女性）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと 44



小川地区でスマホ教室開催小川地区でスマホ教室開催
　8月 17 日に小川地域づくりセンターでスマ
ホ教室が行われました。ａｕショップの方を
講師に、スマホの基本的な操作方法やWi-Fi
とは何かなどの講義がありました。
　質問時間を多くとり、参加されていた小川
地区の皆さんからは「分からなかったことが
分かった！」「勉強になった」など好評でした。
　コロナ禍で人と
直接接する機会
が少なくなってい
る今、スマホを活
用してオンライン
でおしゃべりした
り、つながりを持
ち続けることで心
豊かに暮らせると
いいですね。

上久下小学校　ふくしの授業上久下小学校　ふくしの授業
　上久下小学校 6年生は全盲の酒井さんを招
き、目が見えなくなってからの生活のお話を聞
き、一緒に掃除をしてもらったり、給食を食べ
たりと沢山の体験をされました。休み時間に
は、酒井さんに分かりやすいよう言葉を工夫し
ながら、トイレに案内されていました。酒井さ
んと行動を共にすることで、障がいを理解し言
葉を伝える難しさを学ばれました。
　酒井さんから、「目の見えない人にとって言
葉はとても重要なモノ、でも目の見える人に
とってもそれは同じで、言葉は人を元気にもす
るし傷つけもする。だから言葉を大切にしま
しょう」と教えていただきました。

　地域の憩いのスペースを心待
ちにしていた方もあり、開店時
刻より早く来場された方や、１
日に何度も来店された方がいま
した。
　店内は地域の方の作品で飾ら
れ、運営する地元ボランティア
も初日の慌ただしい中、笑顔で
対応されていました。

山南支所通信山南支所通信

市島支所通信市島支所通信

今夏は特に暑く、いつもの年よりグリーンカーテンを増やすことにしました。（ゴーヤ、
三尺ささげ、サンパラソル、朝顔、フウセンカズラ）　（氷上　サーちゃん）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

夏の思い出　夏の思い出　
鴨庄で鴨庄で
サマースクールサマースクール
　夏休み中に地域の方が先生と
なり、竹細工などの教室を開催
されました。
　竹でできた名札をつけ、子ど
も達は、けん玉などの製作に興
味津々で取り組んでいました。

　コロナ禍で延期となっていた地域支援会議（支えあい推進会議）が
開催されました。鴨庄地区の事業と、会議の進め方などについて協議
されました。
　時間を越えても協議は尽きず、活発な意見交換の場が、次回の会議
にもつながるよう考えておられました。

鴨庄地区鴨庄地区
地域支援会議地域支援会議

美和地区　美和の里ふれあい喫茶美和地区　美和の里ふれあい喫茶
なごみがオープンしましたなごみがオープンしました
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氷上支所通信氷上支所通信

柏原支所通信柏原支所通信

暑中お見舞い申し上げます暑中お見舞い申し上げます
　新井小学校と崇広小学校の児童の方
に作成していただいた暑中見舞いを、
柏原町内の 75 歳以上のひとり暮らし
の方に発送しました！
　この事業は、お便りによってお互い
の存在を感じ、気にかけあう地域づく
りを進めるために毎年行っています。
　今年も、児童の皆さんがそれぞれ素
敵な色塗りと文章を書いてくださり、
とっても可愛らしい暑中見舞いができ
あがりました☆

　丹波市社協では、地域の企業や事業所などに法人会費・賛助会
費の依頼をさせていただきます。
　柏原地域では 8月末現在で 47の企業様にご協力をいただいて
おります。
　いただいた会費は、丹波市社協が行う地域福祉事業に活用させ
ていただきます。
　厳しい情勢のなか、温かい善意のご協力をいただき、誠にあり
がとうございます。

『丹波市商工会青年部氷上支部』『丹波市商工会青年部氷上支部』
～団体や企業から子ども食堂へ食材提供～～団体や企業から子ども食堂へ食材提供～ 『サマーボランティア体験教室』『サマーボランティア体験教室』

～夏のボランティア活動～～夏のボランティア活動～

『株式会社ウイルテック』『株式会社ウイルテック』 暑中お見舞い申し上げます暑中お見舞い申し上げます

　丹波市商工会青年部氷上支部では、茶豆を栽培する事業を実
施され 6月に種まきをした茶豆が大きく実り、収穫したての茶
豆を氷上町内の子ども食堂へ届けられました。食材を通して地
域の団体とボランティアグループがつながるとても良い機会と
なりました。

　7月 27 日と 8月 2日、氷上中学校の生徒 4名が氷上町成松
のこうがやま児童館でボランティア活動を行いました。参加し
た生徒は子ども達が楽しめるなぞなぞを考えたり、こまや縄跳
びなどで一緒に遊んだりしていました。参加した生徒は、「児童
館の役に立てて良かった」との感想があり貴重な体験となりま
した。

　大阪に本社がある株式会社ウイルテックでは、丹波市内で野菜
を栽培し地域に還元したいという思いからこの度、初めて氷上町
内の子ども食堂へニンジンやナス、オクラなどの野菜が届けられ
ました。たくさんの野菜がどんな料理になるのか楽しみですね。

　ボランティアグループへたの会と氷上中学生がひとり暮らし
高齢者の方へ暑中見舞いはがきを作成されました。へたの会は
色鮮やかな絵手紙を、氷上中学生は部活動のことなどを書かれ
ていました。受け取られた方は大変喜んでおられました。

 早起きで草引、草刈で汗をかく、ウォーキングコース内の草むしりとゴミ拾い
（氷上　84翁）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

法人会費に法人会費に
ご協力ご協力

いただきましたいただきました
石見サービス株式会社 様

田原会計事務所 様 兵庫トヨタ自動車株式会社 柏原店 様

写真は、法人会員の中から
3 社にご協力いだたきました。

にこにこキッチン
（中央）へ

考えたなぞなぞと
一緒に

へたの会

子ども達と一緒に
おもちゃ遊び

氷上中学生
にこにこキッチン

（中央）へ

さちよふれあい食堂へ

さちよふれあい食堂へ
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青垣支所通信青垣支所通信
〜青垣地域がもっと好きになる〜

春日支所通信春日支所通信
〜 春 日 ほ っ と 話 〜

皆で楽しく！皆で楽しく！
助け合いを体験！助け合いを体験！
　青垣地域の徳畑サロン花野会の皆さんと助け合い
体験ゲームを行いました。このゲームは、自分の「で
きること」「してほしいこと」に気づき、参加者の
交流や「助けて」ということの大切さや難しさも体
験できます。体験しながら、「それやったら助けて
あげるわね～」「少し手伝ってもらったら助かるわ
～」とお話ししながら、楽しんでいただきました。
　助け合いは、お互い様の気持ちが大切です。
　この気持ちが広がるように皆さんに体験してほし
いと思います！

暑中お見舞い申し上げます暑中お見舞い申し上げます

多くの食料品多くの食料品
ありがとうございました！ありがとうございました！

　春日支所では、ボランティアグループ「めだかの会」
に暑中見舞いの色塗り・宛名書きをお世話になり、素
敵な暑中見舞いができました。この暑中見舞いで少し
でもつながりを感じてもらえたらと思います。

　丹波地区更生保護
女性会春日支部では、
会員さん（94 名）に
声をかけ、「しゃきょ
うたすけあいフード
ドライブ（P4に掲載）」
にご協力いただきま
した。集めていただい
た食料品は、必要とす
る世帯にお渡ししま
した。

暑中お見舞い申し上げます暑中お見舞い申し上げます
　毎年、青垣中学校・氷上西高等学校の生徒やボラ
ンティア若草さんの協力により、75歳以上のひと
り暮らし高齢者の方へ暑中見舞いを発送していま
す。今年から新たに消しゴムはんこを作成してく
ださるボランティアの方も加わり、挿絵を入れてい
ただいています。多くのボランティアが連携し、思
いのこもった暑中見舞いを発送することができまし
た。ありがとうございました。

夏休み！ふくし体験教室！！夏休み！ふくし体験教室！！

　春日支所では、夏休みに小学生を対象にふくし体験教室を行っていま
す。福祉の話、高齢者疑似体験などの体験活動、手話サークル（おやゆび姫）
に簡単な手話を教えていただきました。「相手の立場に立って行動してみ
る」や「色々なコミュニケーション方法を学んだ。手話も使ってみたい」
といった感想をいただきました。体験して分かる、考えることって大切
ですね。
　福祉は子どもから大人まで全ての関わりが必要です。また、地域や学
校で「出張ふくし教室事業」など、福祉の話も行っています。ご興味の
ある方はご一報ください。

家で過ごすことが増えたので、涼を求めるために鈴虫を飼ってみようと考えています。あ
の声が涼しさを感じますね。中には少しヘタなのもいますが^^　（青垣　ゆきんこ）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

相手の立場に立って行動したい相手の立場に立って行動したい
色んな方法で伝えたい色んな方法で伝えたい
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　５月に開講し、ほぼ毎週日曜に講義を
受けてきた受講生 19名の皆さん♪研修も
中盤に入り、少し疲れが出たりしていま
すが、感染症予防に配慮しつつ、熱心に
取り組まれ、お互いの交流も深められて
います。

　介護職員の育成を目的とし、丹波市社
協を含む市内の社会福祉法人や、丹波市
役所の職員等が講師となり、介護現場の

実際や基礎的な知識について講義しています。研修後半には、丹波市社協の
介護保険事業所で現場実習も行う予定です。

　受講生は、すでに福祉の現場で働いておられる方や、他業種からの転職を
考えておられる方、年代も様々ですが、12 月の閉講式で修了証を手にし、
さらに活躍されることを期待しています！

介護保険通信介護保険通信
がんばってます！介護職員初任者研修

講義といっても、座学ばかりではありません。
介護用具等を使って、演習も行います！

土日・早朝のみなど
１時間でもOK！

受講生の声を紹介します！

業務内容：利用者宅での身体介護及び生活支援 (家事援助 )等業務
　　　　　※�東部 ( 春日・市島 )、西部 ( 氷上・青垣 )、南部 ( 柏原・山南 )

のいずれかを担当
勤　　務：6:00 ～ 22:00 の間で　　※勤務日・時間は応相談
時　　給：１, ０４０円～ 2, ４２０円　※規定により賞与支給あり
資　　格：介護職員初任者研修課程修了者 (ヘルパー２級以上 )�または
　　　　　介護福祉士 ､普通自動車免許 (ＡＴ限定可 )
勤務形態：自宅から直行・直帰

【時給例】
① ｢生活介護 60分 ｣の業務の場合
　平日 8～ 18時�時給 1,040 円
② ｢身体介護 60分 ｣の業務の場合
　平日 8～ 18時�時給 1,820 円
　土日祝 6～ 8時及び 18～ 22時
　時給 2,420 円
※土日祝、早朝夜間は各 300円加算

移動・移乗の演習はコツを
つかめばうまくできたよ～
(^^)/

少し緊張したけど声掛けの
仕方も工夫しながら頑張り
ました！

登録ヘルパー募集中！！

例年夏バテするので、できるだけご飯を食べ、ビールを減らし、水分を十分とって、夏を
乗り切りたいと思っています（山南　ヒロタン）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと 88



令和3年度　法人・賛助会員様のご紹介
　コロナ禍等による経済活動の悪化など様々なご事情がある中、心より感謝とお礼申し上げます。
ご協力賜りました会費の重みを真摯に受け止め、役職員一同地域福祉向上のため最善の努力をして
まいります。今後とも変わらぬご支援ご協力をお願い申し上げます。

法人会員法人会員

賛助会員賛助会員

令和 3年 8月31日現在令和 3年 8月31日現在

令和 3年 8月31日現在令和 3年 8月31日現在

柏原地域

有限会社サンオート柏原　様

氷上地域

認定こども園ぬぬぎ　様
株式会社田口綜合事務所　様 有限会社氷上広告センター　様
合資会社銘菓の井上　様 勢志喬商会　様
勢志モータース　様 太田自動車株式会社　様
株式会社関西旅行社　様 認定こども園ふたば　様
株式会社吉竹工務店　様 タイヤショップフジワラ　様
株式会社丹波新聞社　様 あおぞら薬局　様
柏原神姫自動車工業　様 医療法人敬愛会大塚病院　様
けやきクリニック　様 有限会社ほのぼの薬局　様
谷水歯科クリニック　様 丹波ひかみ森林組合　様
株式会社田中不動産鑑定　様 株式会社エーテック　様
株式会社保険事務所リライアンス　様 有限会社看広　様
八千代ケアサポート株式会社　様 豊島鉄工　様
田原会計事務所　様 カドノ診療所　様
特定非営利活動法人かたくり　様 医療法人社団清風会　様
石見サービス株式会社　様 医療法人社団あせい歯科　様
株式会社いそもく　様 有限会社コタニ設備　様
きくもとグラフィックス株式会社　様 認定こども園いくさと　様
兵庫トヨタ自動車株式会社柏原店　様 認定こども園さちよ　様
株式会社たんぽぽ　様 株式会社ネクステ　様
合資会社氷上牛乳社　様 神戸ヤクルト販売　様
株式会社丹波総合石材　様 株式会社氷上センター　様
有限会社カワモト　様 丹波トラック運輸事業協同組合　様
株式会社足立鉄工　様 キクヤ株式会社　様
医療法人社団松下泌尿器科医院　様 辻工務店　様
リバティ　様 社会福祉法人氷上町福祉会　様
社会福祉法人恩鳥福祉会　様 中兵庫運輸有限会社　様
株式会社栃本天海堂柏原工場　様 株式会社スマデンキ　様
株式会社池田組　様 三浦医院　様
丹有法律事務所　様

青垣地域
社会福祉法人青垣福祉会　様

一般社団法人オリーブ　様 あおぞら薬局青垣店　様
医療法人社団臼杵歯科医院　様 社会福祉法人敬寿記念会　様
社会福祉法人丹波柏原福祉会　様

春日地域

株式会社吉住工務店　様
株式会社デンテックス　様 社会福祉法人みつみ福祉会　様
打田商店　様 社会福祉法人三相園福祉会　様
崇広運輸株式会社　様 株式会社西山　様
医療法人社団整形外科けいクリニック　様 医療法人社団紀洋会グループホームあゆみの郷　様
アイカ工業株式会社　様 芦田石油　様
株式会社亀井商店　様 藤本印刷株式会社丹波営業所　様
株式会社M＆M　様

山南地域

株式会社ささめ針　様

氷上地域

株式会社かどの　様 社会福祉法人山路福祉会　様
丹波とれとれ市　様 山南合成化学株式会社　様
株式会社山本建設　様 株式会社オートショップタカスギ　様
株式会社トーワ　様 社会福祉法人五輪福祉会　様
中兵庫商事株式会社　様

市島地域

有限会社塩谷不動産商事　様
オーケイ電設株式会社　様 塩見製材　様
株式会社太陽　様 社会福祉法人竹山愛育会　様
株式会社清水保険事務所　様 一般社団法人前山　様
株式会社東兵庫魚菜　様 山名酒造株式会社　様
社会福祉法人青葉福祉会　様 株式会社大塚工場　様
医療法人社団わく歯科医院　様 理研電線株式会社市島工場　様
氷上自動車工業株式会社　様 社会福祉法人市島福祉会　様
医療法人社団まつもと医院　様 新熱電塗装工業株式会社　様
氷上観光有限会社　様 大和特殊硝子株式会社市島工場　様
レディースファッションアシケン　様 市外 株式会社ピーナッツ　様
明昌機工株式会社　様

氷上地域 長澤　進　様

市島地域

尾松　勝實　様

春日地域 瀬尾　せつ子　様 南野　裕美子　様
田村　ひろ子　様 西安　五月　様

山南地域 横谷　利一　様 井上　敏　様
松本　きよ子　様

 まずは、コロナワクチンを終了させることが挑戦です。そして、1年前に予定していた「旅
行」に出かけたいと思っています（青垣　60代　女性）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと99



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！

あんしんネット た ん ば

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）

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と成年後見制度の違いについて
日常生活自立支援事業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・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。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・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。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。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

アロマスプレー
を作ろう！
～爽やかな香りで夏のマスク
　　生活を少しでも快適に♪～

　講座では、アロマ精油の効果・効能のお
話や、日常生活の中でのアロマ精油の使い
方を教えていただきました。そのあと、好
きな香りを選び、自分だけのアロマスプレー
を作りました。
　シュッ―とひと吹きするだけで、深呼吸
したくなるような香りに包まれました。

７月 15日（木）

　ファミサポの講習会
では託児（無料）を行っ
ています。
　ゆっくり受講できます
ので、ご利用ください。

　屋久島杉の話や子育ての話
がよかったです。私も子ども
を信じてのびのび育てたいで
す！
　アロマ、奥が深いです・・・。
いい香りと選ん
だものが自分に
あっていると言
われびっくりし
ました。

　アロマの中でもたくさんの
種類や効果があると初めて知
りました。癒しだけでなく、
体調等によってもアロマで気
分が変わるので、すごくいい
なあと思います。
　今回作ったア
ロマを毎日の生
活に取り入れた
いです。

フォローアップ講習会

託児の様子

Natural care salon　
もりのいるか
講師  人見　祐三子さん

ガーデニング。きれいな花を育てたいです。コロナ禍でなければ、花火に行きたいです
（柏原　女性）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと 1010



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28日(火)   9月15日(水)
柏 原 支 所 10月12日(火)   9月29日(水)
氷 上 支 所 10月26日(火) 10月13日(水)
青 垣 支 所 11月  9日(火) 10月27日(水)
春 日 支 所 11月30日(火) 11月17日(水)

心配ごと相談日
相談時間:午後1時３０分～午後3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

市 島 支 所 10月  7日（木)

氷 上 支 所 10月18日(月)

柏 原 支 所 10月20日(水)

山 南 支 所 11月  1日(月)

青 垣 支 所 11月10日(水)

春 日 支 所 11月19日（金）

相談予定カレンダー
（9月20日～11月30日）
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　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。
　右記の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

地域支えあい推進員が進める９月に行う生活支援ボランティア
講座は何か？

Ｂ. くらし応援隊です。

問.  丹波市社協が行う「コロナに負けるな！応援プロ
ジェクト」の事業数はいくつでしょうか？

Ａ. 3事業
Ｂ. ４事業
Ｃ. ５事業

いつもたくさんのお便り
ありがとうございます

応募締切
10月31日

（消印有効）

本所受付分
【金銭預託】
　春日町黒井	 大槻　佐知子	 様	 2回
　氷上町新郷	 上市場観音講	 様	 5,000円
	 金子　ちあき	 様
【物品預託】
　氷上町氷上	 大伸急行有限会社	 様	 ティッシュペーパー 20箱（16個入）
	 	 様	 ミネラルウォーター（500ml）94本
柏原支所受付分

【物品預託】
　柏原町	 上田　忠	 様	 使用済切手
　柏　原	 勝部　慶子	 様	 スイカ2玉　アフタースクールへ
	 丹波OB大学花クラブ	 様	 マリーゴールド
　北　山	 中道　弘	 様	 米100㎏
	 匿　名	 様	 きゅうり10㎏、なす20㎏
	 匿　名	 様	 きゅうり75㎏	
氷上支所受付分

【金銭預託】
　横　田	 足立　道彦	 様	 福祉のために（3回）
　　沼	 明昌あすなろ会	 様	 福祉のために（2回）
　常　楽	 カラオケ喫茶歌今翔	 様	 福祉のために

【物品預託】
　氷　上	 赤井　正蔵	 様	 かぼちゃ 3個
	 	 	 西部デイサービスセンターへ
　西　中	 木戸口　剛造	 様	 お米20㎏　フードドライブへ
　氷　上	 赤井　哲也	 様	 白米27㎏
	 	 	 西部デイサービスセンターへ
　常　楽	 カラオケ喫茶歌今翔	 様	 空間除菌防臭機ジアイーノ1台
	 匿　名	 様	 食器洗剤1個、シャンプー2個、リンス2個、
	 	 	 ボディーソープ3個、固形石鹸44個	
	 匿　名	 様	 紙パッド1袋、クッション1個、
	 	 	 口腔ケアスポンジ130本
	 	 	 西部デイサービスセンターへ
	 匿　名	 様	 生理用品4袋（108個）、
	 	 	 マスク1箱（60枚入）、アルファ米5個
	 匿　名	 様	 きゅうり75㎏
青垣支所受付分

【物品預託】
　	 匿　名	 様	 玄米270㎏
春日支所受付分

【金銭預託】
　東　中	 近藤　修二	 様	 100,000円
	 	 	 亡母きよ子様の供養のために
【物品預託】
　平　松	 滝本　幹雄	 様	 玉ねぎ23㎏、トマト4.5㎏、
	 	 	 スイートコーン5㎏
	 	 	 令和3年度丹波栗15.5㎏
　野上野	 尾松　賢作	 様	 バンビ親子型木工細工（100体）
	 匿　名	 様	 キャベツ15㎏、玉ねぎ23㎏
	 匿　名	 様	 万願寺とうがらし0.5㎏	きゅうり4.3㎏
	 匿　名	 様	 人参10㎏	玉ねぎ9.5㎏
山南支所受付分

【金銭預託】
　	 清水家「いとこ会」	 様	 37,686円
	 冒険投資家
	 岡崎　健一	 様	 30,000円
　青　田	 青田青松会	 様	 19,339円
	 	 	 青田青松会解散による預託
【物品預託】
　北和田	 西脇　米子	 様	 使用済切手216枚	
	 ふれあいサロン小川	 様	 食料・飲料品　フードドライブへ
	 松岡　功	 様	 使用済切手955枚	
市島支所受付分

【物品預託】
　喜　多	 匿　名	 様	 介護用品
　	 匿　名	 様	 使用済切手146枚

体操でリフレッシュしたい（氷上　70代　男性）今年の夏に挑戦したいことや行いたいこと

　善意銀行では、市民の皆さまからの「地域のために使ってほしい」という思い
のこもった金銭や物品、技術をお預かりし（預託）、地域福祉のために大切に使っ
ています。
　本所、各支所で預託を受け付けています。皆さまのあたたかい善意をお待ちし
ています。

（金銭預託は寄付金控除の対象となります）

(令和3年7月・8月受付分)(令和3年7月・8月受付分)

カラオケ喫茶歌今翔　様
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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。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。

よりそい・うけとめ・ほっとかへん

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

コロナ禍だからこそ
伝えたい！

感謝と応援の
気持ち♡

「ありがとうメッセージ」応募受付中！
↓ ご応募はこちら ↓

E メール vc ＠ tambawel.jp

せかい中の人たちで
がんばろう

いきいき体操　
令和 3年 7月 30日
コロナに負けるな！！頑張ろ
うね　南中ふれあいｻﾛﾝ
みんなまた来てください
ね！！楽しくやってますよ～

遊びのやくそくを
ひきうけてくださり
ありがとうございます

コロナかでも元気にすごそう

コロナにまけるな
丹波市

　  社協ふくしまつりのご案内
11 月 27 日（土）社協ふくしまつりを開催予定としています。詳細については、チラシや社協 HP でご案内をいたします。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、中止する場合があります。

こちらから丹波市社協
の YouTube へ

アクセスできます。
是非ご覧ください♪
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