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240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
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自分らしく生きる 一歩ずつ豊かに
様々な理由で、
「働きたいけど働けない」という人たちがいることを知っていますか。例えば、仕事の
ストレスで精神面が不調になり離職せざるを得ない、長く休んでいると再び働くことにハードルが上
がってしまう、コミュニケーション能力に不安があり働いても長続きしない、など。さらに、働いてい
ないことで「怠けているように見られてしまう」と、二重に苦しみを感じている人もいます。
今回は、市内の先行取り組み事例と、そこから手がかりを得て宝塚社協が今年度から始めた「事務体
験Day」
・
「就労体験」の取り組みを紹介します。

み

祉法人愛和会）の取り組

宝塚あいわ苑（社会福

障害者雇用…グループ法人のジョブコーチ資格を有する職員が窓口となり、面談や部署との配置調整など行う。担当部署の仕事が合
わなければジョブコーチと相談して働きやすくする仕組み。
新たな就労の機会づくり…介護業務以外の業務（掃除、洗髪後のドライヤー、洗濯物畳みなど）を切り出し。
人材は地域の元気高齢者など。

ay」

み②「就労体験」

み①「事務体験D

宝塚社協の取り組

宝塚社協の取り組

１ヶ月に１回、開催中。

日本管財株式会社の協力を得て、

内容は、パンフレットの修正部分の

総合福祉センターの清掃を週１回ずつ

シール貼り、書類の製本、
「思いやり・

４回行いました。
後
の終了
体験者
の感想

支え合いバッジ」の袋詰めなど。

イ
みんなでワイワ
て
き
で
が
業
作
楽しかった

ある日の
みなさんの
声

（写真はイメージです）

体験を通して、 自分が綺麗にしたところを人が
使っているのを見ると嬉しかったです。 自分にもで
きることがわかりました。 できるなら仕事としてやっ
てみたいです。 少し自信はついたと思います。

またやって
みたい
↑「思いやり
・支え合いバ
ッジ」
については２
面にて紹介

みなさん一生懸命されていました。
また一緒にやってみたいと思います。

この活動が、次につながる一歩に
なってくれたらいいなと思います。

作業を共にしたボランティア

日本管財株式会社 阿部さん、西村さん

みんながいきいき輝ける社会に
得意・特性を生かせる、苦手なことも工夫で補えば克服できる、短時間勤務、時々休みながらまた復職できる、など、柔軟な働き方がで
きる環境が整えられると、雇用の機会が広がり、双方にとっても、社会にとっても、良い方向につながるかもしれません。
そして、単に「収入を得る」
「就労につながる」ことがゴールなのではなく、社会とつながったり、生きがいを持てたり、自分を活かして暮
らすことができる人が増えることが、社会で目指されることなのではないでしょうか。
就労体験の受け入れ先や、実際の雇用につながる機会が増え、それにより地域で暮らす人々がいきいき輝ける社会づくりを、宝塚社協で
もさらに考え、取り組んでまいります。皆様もぜひご協力をよろしくお願いいたします。

就労体験をご希望の方、場の提供をご検討の企業様は…
宝塚社協の窓口ご案内
☎／市外局番のないものは
（0797）です

総合福祉センター
☎86‑5000 FAX.86‑5069
障害者自立生活支援センター ☎86‑5002 FAX.83‑2766
あんしんサポートセンター ☎86‑5004 FAX.83‑2766

問合せ：宝塚市社会福祉協議会

ボランティア活動センター
☎86‑5001 FAX.83‑2425
地域活動支援センター
☎86‑5002 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

☎86-5000

フレミラ宝塚 ☎85‑3861 FAX.85‑3882
安倉児童館
☎86‑1762 FAX.86‑1764
高司児童館
☎76‑0205 FAX.76‑3643

平成31（2019）年３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
aroma＆herb cafe

いのちの木
癒しと回復の場
阪急小林駅から徒歩３分。青い窓とドアに
惹かれて入ると、心地良い爽やかなハーブの
香りに包まれる。
店では、様々な種類のハーブティやカフェ

一人一人に寄り添って
佐藤さんは「同じ病で亡くなった人を何人も見てきた。その人たちの分

ランチを楽しむことができる他、ハーブ石鹸
やアロマオイル、小物などの雑貨販売も行っ

まで」という思いのもと、新しい居場所を作り続けている。
「お店をオープンしてみると、地域には生活困窮者、障害者、問題を抱

ている。
オーナーの佐藤さんは20代で難病を発症

えている人も多く、立ち話だけで帰る人たちにとっては、一杯数百円のお茶代は高い、と

し、10年の入院を余儀なくされた。ハーブやア

感じた。」そこで、自分にも何かできないか、と始めたのが「するめ食堂」だ。毎週木曜の夜、

ロマは入院中に勧められた。退院後、
「 癒しと

店は 食堂 になり、１食500円で誰でも食事ができる。さらに、
「24時間365日寄り添える

回復 をコンセプトに誰でも来ることができて、

場所が必要」と居場所と生活サポートをする事業も立ち上げ、高齢者、障害者、

元気になれる場所を作りたい。
」
と開店した。

ひきこもり、生活困窮者、ホームレス、DV被害者など様々な人たちに寄り添う。

店名の由来は聖書から。人々を癒す葉が茂
るという
「いのちの木」
という名の通り、穏やか

その中からボランティアや共に働く仲間も生まれた。
「人は助け合わないと生きていけない。私もみんなに支えられている。」と話す
佐藤さん。今日も必要とされる場所に出向いていく。

な気持ちになれる場所だ。

aroma＆herb cafe いのちの木
場所：小林2-12-26
定休日：日・月

ブログ・facebook

ごてんやま地区センター・
長尾地区センター
移転のお知らせ
ごてんやま地区センターと長尾地区センターが、４月１日
（月）から下記へ移転します。
地域の皆様の力になれるよう、より一層努力いたします
ので、今後とも、よろしくお願いいたします。
ごてんやま地区センター

ヘルプマークは、義足や人工関節を使用している方、内部障害（ペースメー
カー・人工透析、人工肛門など）、難病の方、精神障害、発達障害、妊娠初期の
方など、外見からは分からなくても、援助や配慮を必要としている方が、周囲
からの援助を必要としていることを知らせるマークです。
ヘルプマークを希望する方は宝塚市役

FAX：86‑5160

長尾地区センター
Waiwaiコミュニティあいわ内

FAX：80‑2877

※電話、FAX番号は変更ありません。

ー

地区センタ
とは…

▼ヘルプカード

所障害福祉課またはお近くの民生児童委
員へお問い合わせください。
▲ヘルプマーク

☎080‑8536‑0681

☎80‑2837

するめ食堂
毎週木曜日 18時〜21時
１食500円

「ヘルプマーク」をご存知ですか？

新住所：御殿山２‑23‑22

新住所：山本東２‑８‑20

新規加盟店

営業時間：11時〜18時
問合せ：☎080-8502-5997

住民の福祉活動や、どこに相談して良いか
わからない悩みの相談などを通じて、住み
なれた地域で安心して住み続けることをお
手伝いします。お近くにお越しの際は、
「ふ
らっと」お立ち寄りください。

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

「思いやり・支え合いバッジ」
宝塚市民生委員・児童委員連合会では、ヘルプマーク
をお持ちの方への配慮を推進し、優しい心や互いの思
いやりの心を育むため、
「思いやり・支え合いバッジ」を
作成し、普及活動を行っています。支援の必要な方は、
このバッジを持った人にぜひお声掛けください。

問合せ：宝塚市役所障害福祉課 ☎77-2077
宝塚市民生委員・児童委員連合会事務局（宝塚市社会福祉協議会内）
☎86-5003

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

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240号

第 35回ふれあいコンサート

第 29回宝塚耳の日の集いと相談会

障害者も健常者も音楽を通じて、ともにふれあい理解する
ことを目的に開催するものです。
日

時：３月３日（日）13時〜16時

場

所：アピアホール

内

容：合唱、ダンス、演奏ほか
ゲスト出演

主

費

手話通訳・
要約筆記有

用：無料

日

時：３月10日（日）10時〜16時30分

場

所：ぷらざこむ１（売布東の町12‑7）

内

容：10時〜12時

13時〜16時30分

開会セレモニー

講演「ライフストーリー・聞こえない研究者」講師 福井 雅弘氏

マリンバアンサンブル「MAR」
（マール）

催：宝塚障害福祉市民懇談会、宝塚市社会福祉協議会

問合せ：宝塚市社会福祉協議会

医療・福祉の相談・聴力測定等

企画課

☎86‑5000

福引
費

用：無料

主

催：第29回宝塚耳の日の集いと相談会実行委員会

問合せ：ボランティア活動センター

「 住 民と介護に携わっている人達との交流会」
〜認知症の症状の変化に合わせて
活用できるサービスを知る〜

☎86‑5001

FAX：83‑2425

障 害者虐待防止法について、

分かりやすく理解するために

日

時：３月12日（火）10時30分〜12時30分

日

時：３月12日（火）13時30分〜16時

場

所：総合福祉センター

場

所：夢御殿山

講

師：栗原 久氏（一般財団法人 フィールドサポートem）

主

催：宝塚市立安倉西・南身体障害者支援センター

（御殿山２丁目バス停下車、徒歩３分）
定

員：先着40名

締

切：３月７日（木）

主

催：宝塚認知症オレンジロバネットワーク

定

員：市内在住 20名
要約
筆記有

宝塚市障害者自立生活支援センター
費

用：無料

申込・問合せ：３月９日（土）までに下記へ電話またはFAX

申込・問合せ：御殿山地域包括支援センター

宝塚市立安倉南身体障害者支援センター（担当：森本）

☎83‑1336

囲 碁入門教室 受講者募集
時：４月〜2020年３月の第２・４水曜 14時30分〜16時30分

場

所：フレミラ宝塚

費

用：年会費2,000円（別途テキスト代500円）

定

員：先着40名

受

付：３月４日（月）から３月20日（水）まで

申込・問合せ：フレミラ宝塚

象：60歳以上の宝塚市民

FAX：86‑1641

親 子育てグループ会員と

区
第1 4地

日

対

☎86‑1734

子育て支援サポーターの募集

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。赤ちゃんから就園前のお子さんと、保護者が定期的に集まって、
季節の行事を楽しみながら仲間作りを目的として活動しています。
※★のついているグループの活動を見守る子育てサポーターを募集
しています（子ども好きな女性の方）。

☎85‑3861

グループへの参加及び子育てサポーター登録をご希望の方は、
下記にお問い合わせください。

宝 塚市共同募金委員会からのお知らせ

宝塚市子ども家庭支援センター ☎85‑3862（担当：滝）

募金百貨店プロジェクトご報告
「募金百貨店プロジェクト」とは寄付つき商
品・企画を一同に集約し、募金でつながる百貨
店になろうという社会貢献型プロジェクトです。
ご寄付を
！
いただきました

珈琲焙煎工房Hug

「おいしくつながろう宝塚
〜 Hug珈琲、届け香りプロジェクト」
50,200円（協力期間：平成30年１月〜12月）

シャトレーゼ伊丹中野店

売上代金の一部が
共同募金に
寄付されます。

「赤い羽根とシャトレーゼでスマイルプロジェクト」

グループ名

西公民館

★ピーチクラブ

月

高司児童館

★クッキーハウス

月

末成小学校

１・３木

中央公民館

★かぼちゃ
外国人親くらぶわくわく

厚生労働大臣表彰受賞
ガールスカウト宝塚市協議会
約40年にわたり街頭募金に協力
した功績により、共同募金運動
奉仕団体として表彰されました。

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

おめでとう
ございます！

活動場所

水

★えびフライ

43,696円（協力期間：平成30年１月〜11月）

活動日

★わんぱくクラブ

★シュッポッポひろば

月
２・４金

逆瀬台デイサービスセンター
国際・文化センター

火

旧市立売布幼稚園校舎

わいわいクラブ

火

男女共同参画センター

キャンディ BOX

金

男女共同参画センター

いちごみるく

木

宝塚小学校

サンタくらぶ

金

まいたに人権文化センター

ぽけっとひろば

１・３・５木 総合福祉センター
２・４木

安倉児童館

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
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春の卓球大会
日

時：３月28日（木）14時〜16時

対

象：20歳以上の宝塚市民

場

所：高司児童館

人

数：大型児童センター ４名、安倉児童館 ３名

対

象：小学生以上

内

容：児童館運営についての協議（年３回程度）

内

容：学年別に分かれて卓球の試合をするよ！
方

法：申込書及び応募理由（400字程度）を記入の上、下記まで提出

途中参加・退出はできません。

募集要項は大型児童センター・安倉児童館・総合福祉センター等で配布

用：無料

締

持ち物：水筒

切：３月15日（金） ※選考の上、３月末に結果を通知します。

申込・問合せ：大型児童センター

問合せ：高司児童館

ばん

任期は平成31年４月から２年間（無報酬）

当日13時45分から受付をはじめます。
（予約不要）
費

かわら

大型児童センター・安倉児童館運営委員会 市民委員募集

☎76‑0205

安倉児童館

売布東の町12‑8

安倉南1‑2‑1

☎85‑3861

☎86‑1762

●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 seikatsu@
s hakyo．
org
●高齢者法律相談
日時 月 日㈬︑ 月 日㈭
時〜 時 分 先着 名
月分は 月 日㈪〜 日 ㈪︑
月分は 月 日 ㈬〜 日 ㈪まで
に電話で予約︒︵平日 時〜 時︶
対象
歳以上の宝塚市民
フレミラ宝塚
☎８５ ３８６１
60

15 3

4 3

9

17

20

17

15 18

30

18

4

16

16

13

30

13 30

2

15 15

4

30 30

品

預

喜入 勝弘（２件）

託

者

久保 栄子
ロックペイント株式会社宝塚工場（５件）
小林聖心女子学院中学校
髙松 和真
菅野 由希子

尼崎市議会 有志議員

4 3

30 16

17 23

16 4
30 20

10 13
時〜 時

古勝 卓（２件）

13 3

12

17
15

30
15
30

●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
NPO法人兵庫空き家相談センター
☎81 3236

者

ボランティア活動センター

託

月 日㈬

預

●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 月 日㈯ 時 分〜 時 分

●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
日時 月 日㈯︑ 月 日㈯
時 分〜 時 分
場所 ぷらざこむ１
☎86 5001

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/

銭

物

17

13 16

宝塚市民生委員・児童委員連合会
めふコープ委員会
カトリック宝塚教会
宝塚スポーツ吹矢クラブ
大本山 中山寺
鷲尾 節子（３件）
「花かわち倶楽部」代表 河内 博昭
三田真生会

9

30

平成30年12月〜平成31年1月
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

１万円未満

14

9

16
3 4
30 4

善意銀行だより
１万円以上
10万円未満

10

相談コーナー

4 3

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。

地域福祉へのご協力、ありがとうございます
平成最後の

オレンジカフェ

めふのお家バザー

市内全世帯へ宅配しています「社協たからづか」の配布に関するお問い合わせは
0120-240-324
（９時〜19時）へ。
ジャパンメッセンジャー
（株）
フリーダイヤル

●日 時：４月21日（日）10：00〜13：00
●場 所：めふのお家（宝塚市売布3‑9‑17）
●問合せ：0797-85-8879

職員
募集中

阪急売布駅近くにあります、民家型デイサービス
めふのお家の第21回目のバザーを開催します。
◆ めふ特製カレー、炊き込みご飯、
手作りケーキ、クッキー等販売いたします。
駐車場がございませんので、 公共交通機関をご利用下さい

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。

介護をもっと身近に…
介護にお困りの事はありませんか？
・居宅介護支援・訪問介護・総合支援
：
ツクイ宝塚

リゾートトラストグループの介護付有料老人ホーム

トラストガーデン宝塚

宝塚市花屋敷つつじが丘４番11号
☎0120-30-1387

受付時間／午前9：00〜午後5：00（土・日・祝日も受付）

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

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

