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。
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ひとりで悩まなくて大丈夫 。
宝塚市共同募金委員会では、共同募金のスローガン「じぶんの町を良くするしくみ」のもと、
宝塚のまちを良くしたい！と考える団体を公募し、助成を行っています。
今号ではそんな団体の中から、宝塚発達コミュニティ『花』について紹介いたします。

『花』

とは？

そもそも発達障害って？
発達障害は脳の機能障害です。そ

『花』は発達障害のお子さんを持つ親と支援者の会です。子ども達、そしてその
親もそれぞれが本来持つ力を発揮しながら成長していくことを目指しています。

の障害の特性から、他人との関係づ

発達障害は見た目では分かりにくい障害であることから誤解を受けることも

くり等を苦手とすることが多い反面、

ありますが、
『花』では地域の方々との出会いを大切に、成長をそっと見守ってく

優れた能力を発揮する場合もあり、

れる応援団を増やしていくため、さまざまなことに取り組んでいます。

交流会の実施

得意、不得意な事に凸凹があります。

イベントを通した啓発活動
＊西谷の大自然・暮らす人々と触れ合おう！

お母さん達が悩みや喜びを共有



し、情報交換ができる交流会を不

歳末公募配分を
活用して実施！

～誰もが安心して参加できる場を～

定期で開催。取材当日は専門職等

西谷地域の方々のご協力のもと、打ち合わせを重ね、発達

の参加もあり、テーマに分かれて

障害の特性に配慮した工夫を検討しながらジャガイモの植え

話し合いました。

付けやウォークラリー等、交流イベントを開催。
発達障害の啓発、西谷の魅力を伝える機会になりました。

相談事例

参加者Aさんは、何か月も待ってようやく専門医を受診する事がで
きたのに、先生から親身になってくれる姿勢は感じず、他の病院の
情報を集めていました。
発達障害の診断や薬の処方には医師の診断が必要ですが、専門医
は全国的に不足しており、大きな課題となっています。交流会では、
お母さんの気持ちに寄り添ってくれる専門職として、臨床心理士が
勤務する病院の紹介がありました。

＊子育ちカフェ
発達支援に関することや事業所、お金のこと等、小児科医
や放課後デイサービス職員、市役所職員等による相談コーナー
があります。
また、お母さん達による物販やカフェもあ
り、障害のあるなしに関わらず地域住民の
方々も楽しめるものになっています！
日時：11月５日（日）10:00～

お母さん同士が悩みを話すだけでなく、頼れる相談者にもなり、支え
合える場所になっています。また、より良い事業の実施を目指して集まっ
た事業所と一緒に自主勉強会も開催されています。

場所：総合福祉センター３階フロア
SNSを活用した情報発信にも
力を入れておられます！
交流会、
子育ちカフェ等のイベント詳細も併せて、
ぜひ、下記掲載のHPをご覧ください♪

『花』からママへのメッセージ
発達障害の小さい子どもを連れて外出するのは本当に大変な事です
よね。私も周囲の目を気にして外出をためらっていた時もありました。

てもらい、一緒に育ててもらえるよう、活動し
ていきたいと思っています。

私の子どもはお庭の門扉に興味があって人の家の門扉を触る事も…。

悩んでいるお母さん達には、
「同じ悩みを持つ

でも、お家の方に障害の特性を伝えたところ、“面白い子だね”と言っ

人達は案外近くにいるんだよ、ひとりで悩まな

てくれたんです。知らないという事は不安につながりますが、知る機

いで」と伝えたいです。そして私が周りの人達に

会があれば、障害の見方や生活のしづらさは必ず変わってくると思い

助けられたように、同じ思いを持った方が一歩を踏み出すきっかけに

宝塚発達コミュニティ
『花』
代表 小林 ひかりさん

ます。そんな思いで『花』はこれからも、地域の人にも発達障害を知っ 『花』が貢献できれば嬉しいです。

＊宝塚発達コミュニティ『花』 代表者：小林さん＊
問い合わせ
HP
宝塚社協の窓口ご案内
☎／市外局番のないものは
（0797）です

info@hana-takarazuka.com
http://www.hana-takarazuka.com/

12月は歳末たすけあい愛の持ち寄り運動の強化月間となります。
皆様のご理解、ご協力を今年もよろしくお願いします。
＊助成金などのお問い合わせについては…
宝塚市共同募金委員会事務局 ☎86-5000まで

⃝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29（2017）
年11月１日（2）

Pick Up !

まち の お み せ
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。

Fata倶楽部
Point
地域の様々な人や活動をつなぐお手伝い

あなたの第２の
居場所になれたら

Fata倶楽部では様々なイベントを開催している。どんな困難があろうと継続することに意味が

逆瀬川駅から山側へ歩いて５分、小さな

あると木村さんは言う。中でも驚いたのは「宝塚de婚活」である。

古民家でカフェをOPENしている。外観は

２年前から始め、参加者は口コミの紹介等が多く、人柄が良い人ばか

民家だが、中はアンティークでおしゃれな

りだという。今年11月に初の結婚が決まり、今後も盛り上がりが期待で

空間となっている。このお店の魅力はなん

きそうだ。ほかにも魅力的なイベントを各種開催している。

といっても店主の木村さんの人柄だ。彼女

是非、出合いを大切にする最良の環境の中で「Fata倶楽部」の魅力を味

は訪れる全ての人に家族のように、言葉か

わってはいかがだろうか。

けや悩み相談まで一人一人に合わせて接

Fata倶楽部

するよう心がけているという。彼女に会い
に近隣から市外まで多くの人が訪れる。
日替わりお家ごはん…380円

「出会いと様々な立場を越えた人の繋が

※近所に限り配達も

りを大事にすること、人はそれぞれ違って

水曜日食堂…毎週水曜日／17時～21時

自由であり、一人一人その人の中身、良い

火曜日モーニング…毎週火曜日／９時～12時

所を見て接すること」それらを形作ってい

教え合い教室…毎週木曜日

Facebook

るのがこの「Fata倶楽部」である。

「すみれの花基金事業」募集開始します。

第 43 回

宝 塚 市 社 会 福 祉 大 会

日 時：11月８日（水）13時30分～16時30分
場 所：宝塚市総合福祉センター
内 容：１．式典

①子ども・子育て支援分野への助成
③高齢者による社会貢献活動への助成

Ⅱ 助成金額 ▶ 1件 50万円

15時～16時30分

テーマ「老後破産を防ごう！

〜安心老後のためのつながりあい 支え合いをめざして〜」

師 NPO法人ほっとプラス

Ⅰ 助成対象

②就労が困難な方の社会参加の場づくりへの助成

大ホール

13時30分～14時50分

２．記念講演

講
参加費：無料

BBQ・

テラス席有
場所：野上１丁目4-34
最大25席
問合せ：☎73-2047
mail：Fata.club.info@gmail.com
営業時間：火〜木 12時〜20時
金・土 12時〜22時
新規加盟店
定休日：日・月・祝

代表理事

藤田 孝典 氏

Ⅲ 助成事業対象期間 ▶ 平成30年４月～平成31年３月に
実施する事業

Ⅳ 応募受付期間 ▶ 平成29年11月１日（水）

～平成30年１月15日（月）必着

申込方法：電話かFAX又はメールでお申込みください。
申込・問合せ 宝塚市社会福祉協議会

企画課

詳しくは 宝塚市社会福祉協議会 企画課 ☎86-5000まで

☎86-5000／FAX：86-5069／Mail：shakyo@nifty.com

※当会ホームページにて、募集要項・申込書のダウンロードができます。

「社協たからづか」
に関するアンケートのお願い
広報紙「社協たからづか」について、今後も市民の皆様の目線に立ち、見てもらえるような紙面
づくりを進めていくために、広報紙に関する意識、ご要望などをお聞きしたいと思っております。
「宝塚の届いていない地域の情報を伝えたい」
「皆様の声を反映していきたい」そんな思いを持っ
て今後も担当者一同、取り組んで参ります。皆様の貴重なご意見を聞かせていただけませんか？

下記のHP・QRコードに
アクセスにて
回答いただけます。

●社協HPページ（トップページ左上部）
http://takarazukashakyo.life.coocan.jp/
●QRコード

アンケートはよりよい広報紙づくりの貴重なご意見として活用させていただきます。
ご協力よろしくお願い申し上げます。
⃝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.84-1882
⃝中山台地区センター
☎88-8949 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232号

新 成人前祝の会の参加者募集

誰 もが安心して過ごせる避難所をめざして2017

新成人をむかえる障害者のみなさんのお祝いを

日

時：12月２日（土）13時～16時

する会を下記の要領で実施します。

場

所：ぷらざこむ１

日

時：12月17日（日）12時45分～15時30分

内

容：第１部

場

所：宝塚市総合福祉センター

費

シンポジウム

私たちから見た災害 ～その時聴覚障がい者は～

対象者：平 成９年４月２日～平成10年４月１日の間に出生された宝

第２部

塚在住の障害のある方

交流会

みんなの声を聴いてみよう

コーディネーター

募集方法：11月20日までにハガキまたはFAXで下記の内容を記入の



主

②住所

後藤 至功 氏

（佛教大学福祉教育開発センター専任講師）

上、申込ください。
①氏名

用：無料（要申込）

中田 智恵海 氏

③生年月日

④電話番号



催：宝塚障害福祉市民懇談会・宝塚市社会福祉協議会

申込・問合せ：宝塚市社会福祉協議会

☎86-5000

主

FAX：86-5069

（ひょうごセルフヘルプ支援センター代表）

催：宝塚広域ボランティア連絡委員会

問合せ：ボランティア活動センター

☎86-5001

第 26回障害者週間記念事業

第 ３回 権利擁護支援者養成講座を開催します！

日時・場所：11月26日（日）10時20分〜16時30分
（予定）

日

時：12月13日（水）10時～12時

場

所：宝塚市商工会議所



第19回身体障害者補助犬シンポジウム



アピア１〔５階アピアホール・２階ふれあい広場〕
カルチェヌーボ１階

講座日程：全８回（12月〜来年３月の水曜日）

カルチェヌーボ１階

対

容：
「愛と理解の市民賞」
「 障がい者（児）の幸せを考える標
はなし

ない噺」、大山派遣団研修発表、バザー
☎77-2077

象：①宝塚市内在住の方で、
原則すべての講座・実習に参加可能である。
②講座修了後に宝塚市内で権利擁護支援者として活動できる。

語・作文」表彰式、桂福点さんトークショー・落語「落ち
問合せ：障害福祉課

会議室２（ソリオ２）

※まずは上記説明会にご参加ください。

12月３日（日）11時〜13時 ※バザーのみ
内

～事前説明会のお知らせ～

③講座開始時の年齢が70歳以下である。

等

申込・問合せ：宝塚市高齢者・障がい者権利擁護支援センター

FAX：72-8086

☎26-6828

いきいき学舎・フレミラオープンカレッジ

FAX：83-2766

ほっとタイム ChiPs in 宝塚社協

日

時：11月30日（木）13時30分～15時

場

所：フレミラ宝塚

“ほっとタイム ChiPs（ チップス）”は、子育

対

象：60歳以上の市民

定

員：30名（先着）

て中のみなさんの悩みやしんどさが少しでも

テーマ：心の健康と音楽 ～日常生活に音楽を取り入れるためのヒント～

軽くなってほしいという思いで始めました。

講

ひと時のあいだお子さんと離れ、お茶を飲み

師：東加古川病院
音楽療法士・臨床心理士

鈴木 暁子 氏

ながら、自分自身や家族についてのグループワークを行います。

申込・問合せ：11月１日（水）より電話又はFAX
フレミラ宝塚

☎85-3861

子育てに
しんどさを
感じたら…

日

FAX：85-3882

時：平成30年１月22日、29日、２月５日、
19日、26日、
３月５日（全６回、全て月曜日）10時～11時半

場

所：宝塚市総合福祉センター
（安倉西２丁目1-1）

第 11回よっといで遊びにきませんか！

※駐車場が混む場合があります。

障害がある人も、ない人も、どなたでもご参加ください。
日

時：11月19日（日）10時～15時

場

所：宝塚市総合福祉センター

内

容：囲碁・将棋・点字・録音体験・バザー等
元タカラジェンヌ

主

宝塚市安倉西2-1-1

費

用：無料

対

象：子育て中の保護者の方

定

員：10組程度（４ヶ月程度から託児あり）

申込・問合せ：お電話にて申込12月１日（金）〜12月22日（金）
児童家庭支援センター 子そだてサポートひかり
☎81-2775
（日祝以外 9：00〜17：00）

悠木 京さんによる歌とトーク

催：宝塚視力障害者協会

宝 塚市社会福祉協議会 契約職員（介護職）募集
仕

事：通常型デイサービスセンターでの介護と送迎業務

資

格：普通自動車運転免許（運転できる方）

勤務地：仁川デイサービスセンター
時

間：8:45～17:30
（休憩45分）で週３日～勤務ができる方

募：履歴書（写真貼付）を下記まで郵送または持参ください。
書類選考の上、面接日時を連絡いたします。

その他：H29.4月～時給改訂しました！！

与：時給1,000円～ ※資格加算
（初任者研修修了者：時給
1,100円、介護福祉士：時給1,150円）
日祝勤務手当、交通費規定支給、介護職員処遇改善加算

⃝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

遇：賞与（年２回）、有給休暇 有、昇給 有、
資格取得支援制度 有、正規職員登用 有

応

（シフト制）
給

待

子育て中の方にも働きやすい職場です♪
問合せ：宝塚市社会福祉協議会

仁川デイサービスセンター

〒665-0062 宝塚市仁川高台2-1-77

担当：宮田

☎0798-51-957

⃝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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「Foster family
（養育家庭）」
に登録しませんか?

里親出前講座
里親について、地域団体

様々な家庭の事情により、施設などで暮

や学校等にお伺いし、
「里親

らしている子どもたちを家庭に迎え入れ、

出前講座」を随時開催して

一時的にでも家庭のぬくもりを伝えてあげ

います。

る、それが「Foster family」
です。

悩み事相談

日

川西市火打1-22-8

11

17
15

1

10

善意銀行だより
金

17
30

10

14

16

16

13

9

30

17

13 16

2

15

15 15

4

30 30

11

善意銀行への寄附は、寄付控除を受けることができます。

預

託

者

⃝特定非営利活動法人ケティーハウス 理事

１万円以上
10万円未満

⃝アピア夏まつり実行委員会
⃝大本山 中山寺（３件）
⃝安倉西自治会
⃝中俣 力
⃝鷲尾 節子（２件）
⃝なかむら歯科クリニック
⃝古勝 卓（２件）

物

時：11月18日（土）
・12月16日
（土）13時30分〜16時30分

問合せ：ボランティア活動センター（ぷらざこむ1内） ☎86-5001

平成29年８月〜平成29年９月

銭

品

預

前橋 佳代

⃝山口 勝子
（山口 宏）

⃝フィリップ・サザン

者

⃝田中 利英

22 22

2
3

⃝小林聖心女子学院中学校

1

60

12 11

17

1

～介護・看護でお困りの方はお気軽にご相談下さい～

介護職・看護職募集中

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 ステップハウス宝塚
宝塚市小浜４丁目５番６号

☎0797-86-9194

16

13 30 12

14

12 16

18

12

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。

宝塚市保健福祉サービス公社は高齢者の自立と在宅生活を支援します

15 11
16

11

10 14

10

⃝喜入 勝弘（２件）

託

要予約

13 30

10万円以上

⃝三田真生会

カウンセリング活動グループ「エルライン」による
親子・友人・夫婦・介護等の心の個人相談

相談コーナー

12

9

☎86-5001

●高齢者法律相談
●福祉総合相談
日時： 月 日㈭・ 月 日㈭
月〜金曜日（祝日除く）
時～ 時 分
時〜 時 分
福祉についてあらゆる相談
月分は 日㈬〜 日㈪まで、 月
分は 日㈮〜 日㈪に電話で予約。
宝塚市総合福祉センター
（平日９時～ 時）
☎86-5000㈹
対象： 歳以上の宝塚市民
●心配ごと相談
フレミラ宝塚
月・水・金曜日（祝日除く）
☎85-3861
時 分〜 時
●初めてのボランティア活動相談
・電話相談 時 分〜 時 分
個別相談会です。まずはお気軽にお
・来所相談 当日 時〜 時 分
越しください♪
誰に
 相談してよいのかわからない悩
日時： 月 日㈬ 時～ 時
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
月 日㈮ 時～ 時
☎86-5000
場所：ぷらざこむ１
●権利擁護相談
ボランティア活動センター
日常生活自立支援事業
☎86-5001
宝塚社協あんしんサポートセンター ●空き家相談
☎86-5004
空き 家 に つ い て お 困 り の 方 は ご 相
成年後見制度や虐待等権利擁護全
談下さい。

般 の 相 談、 司 法 書 士・弁 護 士 に よ
日時：毎週月〜土曜日 時〜 時
る権利擁護専門相談
相談：１時間以内無料
宝塚 市 高 齢 者・障 が い 者 権 利 擁 護
住所：宝塚市栄町2-1-2
階
支援センター
ソリオ
NPO法人兵庫空き家相談センター
☎26-6828
☎81-3236
（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
●ボランティア相談
月〜土曜日（祝日除く）
時〜 時 分

ボラ
 ンティアをしたい、求むなどの相談
ボランティア活動センター
（ぷらざこむ 内）
☎86-5001
●おもちゃ診療所
おもちゃの修理を行います。
直接会場にお持ちください。
日時： 月 日㈰・ 月 日㈰
場所：ぷらざこむ
主催：おもちゃ診療所
（ボランティアグループ）
ボランティア活動センター
☎86-5001
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所：ぷらざこむ１

問合せ：ボランティア活動センター

☎072-756-6633

でお支払します。

ばん

時：11月25日（土）13時15分〜15時15分

川西こども家庭センター

育費等の費用は、公費

⃝宝塚温泉 ホテル若水

場

問合せ

●里親手当・生活諸費・教

１万円未満

日

い。費用は無料です。

細かくサポートします。

1

色々な材料を使ったステージマジックを披露します。

お気軽にお申込みくださ

●こ ども家庭センター等各支援機関がきめ

かわら

第12回マジックフェスティバル

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。

ていねいに選別した珈琲豆を
工房で自家焙煎しています
◦地域貢献に努めています
◦ほっとひろば
（子ども食堂・学習支援）
のボランティアを募集しています
◦介護職パート募集中！勤務日数・時間は相談に応じます

ご入居
受付中

〒665-0834 宝塚市美座2-22-2
（宝塚警察署前バス停下車 徒歩1分）
☎0797-83-1175

社会福祉法人宝塚いくせい会

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）

社会福祉法人 愛和会
高

☎0797-80-4165㈹ ／ FAX：0797-80-4111
法人HP▶http://www.aijinkai.or.jp/aiwakai/

齢

児

＊宝塚あいわ苑
中筋２丁目10-18
☎0797-80-4165

＊あいわ結愛ガーデン 山本西２丁目6-11
☎0797-89-8553

お気軽に
ご連絡ください♪

社会福祉法人

用具 販売
福祉タル・
レン
障害福祉サービス事業の運営や車いす等福祉用具の貸出を行っています。
● 宝塚育成事業所（就労継続支援A・B型）
● 短期入所安倉ホーム、ENJOYハウス、来夢
● 生活支援ハウスつばさ（日中一時支援事業）

西谷の緑に囲まれた環境のよい施設です。

⃝ショートステイ（短期入所） ⃝デイサービス（通所介護）
⃝ホームヘルパー（訪問介護） ⃝居宅介護支援所・配食

＊なかよし保育園 中筋２丁目10-18
☎0797-80-4152

特別養護老人ホーム

＊中筋児童館
中筋２丁目10-18
☎0797-80-4156

〒665-0825 宝塚市安倉西３丁目1-5
☎0797-83-6544 FAX 0797-83-2510

宝塚市安倉西4-1-7
☎0797-86-9885
HP▶http://t-ikuseikai.or.jp/

入所など介護全般のことでお困りのことがあればご相談ください

童

宝塚さざんか福祉会

⃝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

宝塚市山本東1-3-6
☎0797-78-8901
HP▶http://sptnet.org/

宝塚シニアコミュニティ
☎0797-83-5010

〒669-1211 宝塚市大原野字南穴虫１番の253

クッキー、ケーキ、さをり織り、組紐、ステンドグラス、ポンポンたわし…
手作りの自主生産品をお客様にお届けします。

宝塚さざんか福祉会SasanQuality

逆瀬川アピア２・２階） ☎0797-76-5100
営業時間⃝10:00～17:00

⃝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

定休日⃝土日祝日

⃝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

