社協たからづかは、自治会・民生児童委員等のご協力により市民のみなさま
からいただきました社協会費と赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

（1）社協たからづか 第235号

社会福祉法人

社 協とつくろう 夢 未 来

宝塚 市社会福祉協議会

Facebookも！
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ばうむ vol.2掲載の
高丸ハイサークルの様子

高丸ハイサークルでは、若い人が
開くナイトサロンに高齢者をおも
てなし。
「私、昔、音楽してたのよ」
と一緒に歌う場面も。

「みんなが主役」を目指して
現在の地域活動者（以後、活動者）の中心は60代後半～80代。70代でも「若者」
と言われる地域もある中で、
「この先、活動の担い手が‥」は、地域でよく耳にす
る声です。
「これからのまちづくりは、みんなが主役でなければ！」と、活動者の
皆さんと生活支援コーディネーター（※１）が、20〜60代前半の勤労世代を対象
に、地域活動のイメージ、実際に参加している活動を聴くためにアンケートと交
流会を実施しました。
（※１）生活支援コーディネーター…介護保険制度改正に伴い、地域の見守り・支えあい活動を推
進していくために配置された専門職。現在宝塚市より委託を受け、
宝塚市社協に２名配置。

アンケート

意見交流会

地域活動に関心はあるけれど‥

本音で語ろう！

920名を対象にアンケートを実施。

「若い方の考えが聴きたい！」活動者からのご希

自治会活動と同じくらい、子育てグ

望もあり、
「勤労世代×地域の見守り・支えあい活

ループやPTA活動への参加が多いこ

動者

とがわかりました。地域活動を通じて、

機会となりました。大学生や障害事業所の20代の

困りごとを助け合える関係につながっ

方、居場所づくりに取り組む40～50代の方をゲ

た方が多いようです。一方で、地域活

ストに「ご近所付き合いは？」
「 世代間の考えの違

動の情報が入ってこない、活動に参加

い」などについて意見交換を行いました。

するきっかけがわからない方が多いこ

意見交換会」を実施。お互いが本音で話せる

交流会にて勤労世代と活動者がお互いの気持ち

とも、わかりました。

を知ることができました。

● ●

勤労世代からの意見

●●

意見交流会は、話しやすい雰囲気にな
るように、サイコロトークで実施。また、
ワールドカフェでみんなが顔を合わせ
ることができました。

●

●

イベント等が
あると、地域活動
に参加しやすい

新しい気づきが
いっぱいの交流会

まずは自分たちの
やりたいことから、
得意なことから

サロンは
対象年齢が高いと
感じる

活動が
自分にとって
メリットがあるかを
重視する

近所の人が、困った時に
助けてくれて嬉しかった。
自分も何かお返しできる
ことがあればと思う

お互いに、
もっと話をする
機会がほしい

など

で き る こ と か ら 始 め よ う！地 域 活 動！
意見交換会に参加した活動者は、若い方との考え方のギャップに改めて気づくきっかけとなりました。
「イベントなど、参加しやすいこと
から始めたい」若い方がそう思う気持ちを尊重し、もっと若い方の意見を聞いて一緒に考えたいというのが活動者の思いです。出来ること
を１つずつ積み重ねていき、みんなが主役のまちづくりを目指します。年齢を問わない場づくりの始めの１歩、一緒に踏み出してみませんか。

勤労世代が中心になった地域活動
「高丸ハイサークル」
（仁川高丸自治会）を掲載！
ばうむ vol.2の閲覧はこちらから→

宝塚社協の窓口ご案内
☎／市外局番のないものは
（0797）です

講演会の案内
誰のため？私のため『見守り活動の「い」
「ろ」
「は」』
日時：６月30日（土）10時～
場所：ぷらざこむ１ ３Fホール

地域の実践事例発表
もあります！詳しく
はHPをご覧下さい。

⃝総合福祉センター
☎86-5000 FAX.86-5069 ⃝ボランティア活動センター
☎86-5001 FAX.83-2425 ⃝フレミラ宝塚 ☎85-3861 FAX.85-3882
⃝障害者自立生活支援センター ☎86-5002 FAX.83-2766 ⃝地域活動支援センター
☎86-5002 FAX.83-2766 ⃝安倉児童館
☎86-1762 FAX.86-1764
⃝あんしんサポートセンター ☎86-5004 FAX.83-2766 ⃝宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支援センター ☎26-6828 FAX.83-2766 ⃝高司児童館
☎76-0205 FAX.76-3643

平成30（2018）
年５月１日（2）
思わず行きたくなる、宝塚にある素敵なまちのおみせをご紹介します。

まち の お み せ

Pansy
パンジー

カラダにやさしいごはんカフェ

ここは閑静な住宅地が広がり、大阪平野を眺望できる中山
桜台にある昨年12月にリニューアルオープンをした「ごはんカ
フェ」。透き通った外観に引き込まれながら中に入ると、清潔
感に溢れ、訪れた人とはまるで昔からの知り合いのように笑顔
で話している暖かい風景が窺えた。お店を切り盛りする橋本さ
ん、中島さんは、健康な食事を通じて、訪れる人に食事の大切
さを伝えていきたいと話していた。彼女らによって心も体もや
さしくなれるお店が作り上げられていることがこのお店の魅力
である。

Pansy

車いす
入店可

場所：中山桜台２丁目2-1 中山台ファミリーセンター内
営業時間：月～金 ９：00～17：30

立体
駐車場
有

※土曜は9：30～17：00／日曜・祝日休み

問合せ：☎89-5512

Pick up!
こだわりのやさしいご飯で体を元気に
ワークショップで心を元気に
Pansyは体に良い食事にこだわっています。私自身も小麦アレルギー
で小さいお子さんやお年寄りの方には特に大事なことですよね。食事
を通して、健康に対する意識を高めるキッカケになればと思っています。 代表の橋本さん
また、Pansyを人の暖かみを感じる場所、地域の方の拠り所と思ってもらえる場所に
したいと思っています。地域のお年寄りがバランスのとれた食事をしに週に何度も来ら
れたり、子育ての悩み相談を一緒に聞いたりすることもあります。飾らず、どんな方で
も来やすいお店を目指し、試行錯誤しながらやっています。その中で、これから毎月色
んなワークショップをしていきたいと思っています。先生をお呼びしてアイシングクッ
キーを作ったり、フラワーアレンジメントをしたりと様々です。
興味を持たれた方は是非、一度Pansyにいらしてください。笑顔で心よりお待ちして
おります。

平成30年度予算

平成30年度 事業計画・予算

15億1,573万円
（前年比3,727万円減）

平成30年４月より施行される改正社会福祉法には、
「我が事・丸ごと地域共
生社会」の実現に向けた理念が規定されることになりました。このようなこと
を見据えて策定した宝塚市社協第６次地域福祉推進計画も２年目を迎え、以下
の通り具体的な活動を進めていきます。

前期繰越支払資金充当額
200万円（0.1%） 社協会費収入 1,300万円（0.9%）
積立試算取崩収入
4,022万円（2.7%）

寄附金収入 170万円（0.1%）
補助金収入 14,662万円（9.7%）

事業収入・その他収入
1,012万円（0.7%）

共同募金等配分金収入
1,248万円（0.8%）
積立資産積立額 400万円（0.3%）

委託事業受託金収入
29,454万円（19.4%）

1．小学校区域における生活基盤の整備

本部運営費 10,920万円（7.2%）

収入

住民の小地域活動を推進し、福祉自治力を高めていくために、まちづく
り計画の見直し策定を住民と協働して取組み、生活支援活動グループと福
祉専門機関等のネットワークづくりを進めます。

障害福祉
サービス事業収入
33,837万円
（22.3%）

介護福祉
サービス事業費
62,558万円
（41.3%）

地域共生社会を目指して、多様な分野の人材が参画するラウンドテーブ
ルを実施します。

3．当事者等の社会参加や活躍を可能にするまちづくり

当事者が参画する新たな福祉学習プログラムの開発と実施をおこないます。

4．地域福祉の課題解決に向けた協働

生活課題解決に向けて、地域ささえあい会議と校区ネットワーク会議が
循環する仕組みづくりや市民と民間事業者の連携促進のための見守り実
践報告会の実施や、制度にとらわれない総合相談支援体制を目指したプロ
ジェクトチームを立ち上げます。

地域包括支援センター
7,039万円（4.6%）

地域福祉推進事業費
14,375万円（9.5%）

支出

ボランティア活動センター
2,474万円（1.6%）

身体障害者
支援センター
24,284万円
（16.0%）

権利擁護支援・
せいかつ応援センター
7,701万円（5.1%）
障害者自立支援センター
4,620万円（3.0%）

5．地域共同ケアとその体制づくり

地域で住み続けることを目指し、緊急時相談や一時的宿泊対応、24時間
体制サービス実施に向けたプロジェクトの立ち上げ、また子どもを取り巻
く課題解決の仕組みとして、
「子どものラウンドテーブル」を立ち上げます。

6．地域福祉のマネジメント

財政基盤整備の一環として、新たな社協会員制度実施に向けた調査と検
討をおこないます。

すみれの花基金事業 助成のご報告

■
「子ども食堂サミットin 宝塚」

福祉施設運営事業費
17,172万円（11.3%）

（43.3%）

2．地域福祉をささえる人づくり

平成29年度

介護保険事業収入
65,664万円

〜たからづか子ども食堂〜

■
「ボランティアの育成のための
クッキングセラピー」

■「新規子ども食堂開設準備」

市 内の子ども食堂における事業運営上の問



題・課題と今後の方向性について議論しまし

食品衛生講習会および料理講習会を実施しま

を行いました。

た。今後も、市内の子ども食堂同士のネット

した。活動理念を共有できる

今後も本格実施に向けて進めて参ります。

ワーク構築の機会を作っていきます。

ボランティアの育成を図るこ

小浜地区の子ども食堂開催に向けた試験実施

とができました。
⃝おばやし地区センター（よりあいひろば） ☎74-3690 FAX.74-3640
⃝ごてんやま地区センター
☎85-8830 FAX.86-5160
⃝中山台地区センター
☎090-5360-4894 FAX.80-2877

⃝逆瀬台地区センター ☎090-3262-0570 FAX.74-3640
⃝安倉地区センター
☎86-5003 FAX.86-5160
⃝西谷地区センター
☎090-1895-2702 FAX.84-1882

⃝長尾地区センター ☎80-2837 FAX.80-2877

社協地区センターのご案内

☎／市外局番のないものは
（0797）
です

（3）社協たからづか 第235号

平成30年度 赤い羽根共同募金

公募配分の助成団体が決まりました！

日本赤十字社では、
いのちと健康を
守る活動を行っています。


皆様からお寄せいただいた募金を財源に、先駆的な福祉活動等を対象とした公募配分
事業（１件あたり30万円以内）を実施し、審査の結果、12団体への助成が決定しました。
30年度も引き続き、共同募金へのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
グループ名
配分額(円)
1 宝会館運営委員会
50,000
2 白瀬川両岸集合住宅協議会
50,000
3 米谷東自治会
70,000
認定NPO法人
4
125,000
ぽっかぽかランナーズ
5 長寿ガ丘ハピネス
20,000
6 フレミラぷらざーこむシネマ
50,000

第5-7
地区

グループ名
宝塚第２地区防災会
7
（ゆずり葉コミュニティ）
8 宝塚中途難聴者の会
9 ふれあいサロンすえなり
10 地域活動団体 親子会エルフ
11 宝塚ふぁみりぃ劇場
12 ふじの会
合 計

配分額(円)

５月は
「赤十字運動月間」
です。

50,000

「日本赤十字会員増強運動」に

50,000
80,000
60,000
90,000
100,000
795,000

ご協力をお願いいたします。
問合せ
日本赤十字社兵庫県支部宝塚市地区 ☎86-5000
宝塚市安倉西２- １- １（宝塚市社会福祉協議会内）

親子育てグループ会員と
子育て支援ボランティアの募集

グループ名
ミルキィキッズ
いきいきマミーズ
たけのこクラブ
宝塚市子ども家庭支援センターが支援している親子育てグループです。
べあーず
赤ちゃんから就園前のお子さんと保護者（親・祖父母など）が定期的に集まって、 ★ひよこクラブ
中山台のびっこくらぶ
仲間づくりをしながら自主的に季節の行事など楽しく活動しています。
ぺンギンくらぶ
★のついているグループに見守りボランティアとして参加していただけませんか。
お山のたんぽぽ
どちらも、見学からはじめていただきます。見学の予約
とボランティアの詳細は、
下記にお問い合わせください。
宝塚市子ども家庭支援センター TEL：85-3862

さくらの小径
ひまわり

第 ４回「こむ１会フェスティバル」
つながる

ひろがる

活動日
木
火
木
木
火
木
火
1・5
3月
1・3・5
2・4木
月１回水

活動場所
山本団地集会所
平井児童館
平井児童館
東公民館
丸橋幼稚園
中山台コミュニティセンター
中山台コミュニティセンター
山手台西四丁目自治会館
山手台東五丁目自治会館
花屋敷グランド
花屋敷荘園自治会館
西谷児童館

平 成30年度宝塚市身体障害者福祉大会

～出会いの広場へようこそ～

さまざまな身体障害者の皆様が一堂に会して親交を深め

ぷらざこむ１を活動拠点とするボランティアグループのコミュニティ「こむ

る、年に一度の福祉大会です。たくさんの皆様のご参加を

１会」が市民の皆さんと交流し、ボランティア体験ができる１日です。

お待ちしております。

日

時：５月27日（日）10時～16時

日

時：６月10日（日）10時～15時

内

容：①ステージ：演劇・歌唱、マジック、楽器演奏など

場

所：宝塚市総合福祉センター３階

内

容：午前 ▶ 宝塚市身体障害者福祉団体連合会

場

所：ぷらざこむ１

②見学・体験：手作りおもちゃ、紙芝居、ミニ自然観察、点字タイプ
ライター、絵手紙、くるくるレインボーなど…

主

催：第４回こむ１会フェスティバル実行委員会

問合せ：ボランティア活動センター

催：宝塚市身体障害者福祉団体連合会

参加費：無料

☎86-5001

問合せ：☎／ FAX：81-0230

身障連事務局まで

宝 塚市登録要約筆記者養成講座（パソコン）受講生募集

宝 塚市手話奉仕員養成講座（初級）募集

日

日

時：６月11日～平成31年３月11日
（全30回）

時：５月18日～９月14日（毎週金曜日）
９時30分〜11時30分
（場所：宝塚市総合福祉センター）

９時～12時
場

所：宝塚市総合福祉センター

宝 塚市手話奉仕員養成講座（中級）募集

対

象：要約筆記の技術や知識を学びたい方

日

①パソコンの基本操作、キーボードを見なくてもタイピングの
出来る方
②原則全回出席可能で、受講後登録要約筆記者として活動の出
来る方
③６月４日（月）に簡単な実技テストを実施し、後日受講の可否
をお知らせいたします。
受講料：無料

時：５月15日～10月23日
（毎週火曜日）
19時〜20時50分
（場所：宝塚市立男女共同参画センター）

宝 塚市手話通訳者養成講座（読み取り）募集
日時・場所：昼の講座／６月５日〜平成31年１月15日
（第１・３火曜日）９時30分〜11時30分
⇒場所：宝塚市総合福祉センター
夜の講座／５月14日〜平成31年３月11日

持ち物：ノートパソコン・LANケーブル・電源延長コード
申

（第２・４月曜日）19時～20時50分

込：申込用紙にご記入の上、５月31日（木）までにTEL又はFAX
問合せ：障害福祉課

⃝安倉デイサービスセンター ☎81-2030 FAX.81-5599
⃝安倉ヘルパーコーナー
☎81-6241 FAX.81-6243
⃝ふれあいあさひ
☎／ FAX.81-8242

定例総会

午後 ▶ 式典、講演会「笑いヨガとは！！」

※他にパネル展示やフードコートもあります。

主

大ホール

⇒場所：宝塚市立男女共同参画センター
☎77-2077

FAX：72-8086

⃝ケアセンター安倉
☎81-2191 FAX.81-5599 ⃝安倉西身体障害者支援センター ☎81-2032 FAX.81-6243
⃝安倉南身体障害者支援センター ☎86-1734 FAX.86-1641 ⃝仁川デイサービスセンター
☎0798-51-9571 FAX.0798-57-1129
⃝ケアセンター仁川
☎0798-51-9800 FAX.0798-57-1129
☎／市外局番のないものは（0797）です

平成30（2018）
年５月１日（4）

出前サロンを開催します！
幅広い世代が集まる居場所「サロン」の

一芸先生はあなたの得意なことを活かすボランティア活動です。

情報が集まります。喫茶コーナーもあり

特技を活かして地域のサロンや老人クラブ、福祉施設などで活躍

ます♪
日

時：６月７日（木）12時～15時30分

場

所：宝塚市役所 市民ホール

申込不要

ばん

してみませんか？
来年度にフレミラ宝塚で年間を通して教室を開くことができる
ボランティア講師の方も募集しています。

問合せ：宝塚市社会福祉協議会 企画課

場

☎86-5000

日

時：５月13日（日）13時30分～15時45分

場

所：高司小学校体育館

内

容：高司ソーラン隊、あそびの屋台

所：フレミラ宝塚

対

象：概ね60歳以上の市民

第１回

第19回たかつかさじどうかんまつり

哲学カフェ In フレミラ

哲学カフェとは、答えの出ない問いについて、皆で話し合う場です。色んな考え
方の持ち主と、気軽に話し合ってみたい方、是非ご参加ください。

スマイルパフォーマーＱちゃん
※公共交通機関、自転車、徒歩でお越しください。

問合せ：高司児童館

かわら

大募集！！となりの一芸先生

テーマ：「出会い」

日

時：５月17日（木）13時30分〜15時

場

所：フレミラ宝塚

定

員：先着30名

費

用：200円（飲み物付） 対

象：60歳以上の市民

申込・問合せ：フレミラ宝塚

☎76-0205

宝塚市社会福祉協議会

☎85-3861

介護職員募集

処遇改善金

勤務先：光明ヘルパーステーション
格：ヘルパー１・２級又は介護福祉士

給

与：（身体介護）時給1,500円以上
（生活援助）1,050円以上

時

間：７時30分～21時30分の間で、都合の良い時間帯

29年度実績

週３回勤務（直行直帰）登録型 148,000円
週５回勤務（１日７時間契約） 580,000円

厚待遇力が魅力。希望の時間帯で働けます。
資

FAX：85-3882 平日９時〜17時

待

遇：健康診断、交通費支給、試用期間有、正社員登用制度、社保完、
昇給・賞与、ＷワークＯＫ、介護職員処遇改善交付金有、研修有

応

募：TEL後、履歴書（写）郵送

問合せ：宝塚市社会福祉協議会

〇週２日～、１日２時間～ＯＫ
※日祝：時給25％増
〇早朝（～８時）
・夜間（18時～）

宝塚市光明町10-24

光明ヘルパーステーション採用担当
☎74-5252
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10万円以上

⃝NPO法人いきいきシニアゼミナール

１万円以上
10万円未満

⃝住友化学労働組合宝塚支部 ⃝小池 正和 ⃝鷲尾 節子（２件）
⃝大本山 中山寺（２件） ⃝中俣 力 ⃝小川 修 ⃝めふコープ委員会

宝塚市安倉西２丁目１番１号 TEL.0797（86）5000
（代表）／ FAX.0797
（86）5069
E-mail：shakyo@nifty.com http://takarazukashakyo.life.coocan.jp/

１万円未満
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⃝古勝 卓（２件） ⃝喜入 勝弘（２件）
⃝池田 大造
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⃝中山台さんさん会

●空き家相談
空き 家 に つ い て お 困 り の 方 は ご 相
談下さい。
日時：毎週月〜土曜日 時〜 時
相談：１時間以内無料
住所：宝塚市栄町2-1-2
階
ソリオ
NP
 O法人兵庫空き家相談センター
☎81-3236

銭

30 30

●ボランティア相談
月～土曜日（祝日を除く）
９時～ 時 分
●初めてのボランティア活動相談会
ボランティア活動の個別相談会です。
日時：５月 日㈪ 時～ 時 分
●おもちゃ診療所
直接会場にお持ちください。
日時：５月 日㈰・６月 日㈰
時～ 時
主催：おもちゃ診療所
●悩みごと相談
カウンセリング活動グループ「エル
ライン」による心の個人相談
日㈯、６月 日㈯
日時：５月

時 分～ 時 分
場所：ぷらざこむ１
ボランティア活動センター
☎86-5001

善意銀行への寄附は、寄付控除を受けることができます。

金

15 15

4

善意銀行だより
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相談コーナー

●福祉総合相談
月〜金曜日（祝日除く）
時〜 時 分
福祉についてのあらゆる相談
宝塚市総合福祉センター
☎86-5000㈹
●心配ごと相談
月・水・金曜日（祝日除く）
時 分〜 時
・電話相談 時 分〜 時 分
・来所相談 当日 時〜 時 分
誰に
 相談してよいのかわからない悩
みごと、あらゆる心配ごとの相談
宝塚市総合福祉センター
☎86-5000
●権利擁護相談
日常生活自立支援事業
宝塚社協あんしんサポートセンター
☎86-5004
成年 後 見 制 度 や 虐 待 等 権 利 擁 護 全
般 の 相 談、 司 法 書 士・弁 護 士 に よ
る権利擁護専門相談
宝塚 市 高 齢 者・障 が い 者 権 利 擁 護
支援センター
☎26-6828
（専門相談は、毎月第 ・ 水曜日
時〜 時／要予約）
●障害者生活相談
月〜土曜日（祝日除く）
時〜 時
地域 で 生 活 を し て ゆ く た め の さ ま
ざまな相談
宝塚市障害者自立生活支援センター
☎86-5002
83-2766
●せいかつ相談
生活にお困りの方は、ひとりで悩ま
ないでご相談ください。相談支援員
が一緒に考え、解決へのお手伝いを
します。
月〜金曜日 時〜 時 分
せいかつ応援センター
☎77-1822
メール：se
 ikatsu@
s hakyo．
org
●高齢者法律相談
日時：５月 日㈭、６月 日㈭
時～ 時 分
５月 分 は １ 日 ㈫ ～ 日 ㈪、 ６ 月 分
は１日㈮～ 日㈪までに電話予約。
（平日 時～ 時）
対象： 歳以上の宝塚市民
フレミラ宝塚
☎８５-３８６１
10

2
3

10
18

市民の皆様からよせられた善意の物品・金銭は、
市内の福祉施設・団体などに払い出し、
有効に活用されます。

相続税セミナー

参加
無料

今からでも遅くない
相続税対策
5/19(土)・6/21(木)
14：00〜15：30

定 員 10名（※予約制）
会 場 	宝塚商工会議所

同日
開催

【宝塚駅ソリオ２ ６階】

講師

税理士

お問合せは
お気軽に！

個別相談会 ▶ 15:45〜17:15
予約制

定員６組

各30分

会場：税理士法人アークマネージメント
【宝塚駅ソリオ２ ７階】

上月 宏之
フリーダイヤル

シンコク

イチ・ニー・ゼロ

0120-459-120

最寄駅
阪急宝塚駅
直結

主催：税理士法人アークマネージメント （税理士法人番号 第1938号） http://www.minna-no.com
宝塚市栄町2-1-2ソリオ２ ７階

地域福祉へのご協力、ありがとうございます
こちらでご紹介しております法人のみなさまには、
社協会費
（法
人賛助会費４口：２万円以上）
にご協力いただきました。
社協会
費は、宝塚の地域の福祉活動のために役立てられています。

株式会社 イーリス
１．外壁・屋根塗装工事／屋根の葺き替えや雨漏り修繕工事もお任せ下さい。
２．一級塗装技能士の資格を持つ職人による豊富な経験と高い技術で施工
させて頂きます。

☎0797-20-7990 Mail▶info@i-ris.co

WEB▶http://www.i-ris.co/

⃝光明デイサービスセンター ☎74-3590 FAX.74-1545
⃝光明ヘルパーステーション ☎74-5252 FAX.74-5258
⃝野上の家
☎／ FAX.72-7568

宝塚市高司3-6-20

〒665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋２丁目22-1
お気軽に
入所のご相談：☎0797-82-5525
ご相談
下さい！ 通所リハビリのご相談：☎0797-82-3911

⃝小林地域包括支援センター ☎74-3863 FAX.74-3922
⃝ケアセンター光明
☎74-5430 FAX.74-5258
⃝せいかつ応援センター
☎77-1822 FAX.72-8086

⃝光明訪問看護ステーション ☎74-5299 FAX.74-5258
⃝鹿塩の家
☎／ FAX.0798-53-7151
☎／市外局番のないものは（0797）です

