
障害についての
周囲の理解不足等もあり、
働けなくなった

息子の将来が
心配で…

母からアイビーのことを聞いて半年後
相談したいという気持ちになった

何をしたい
のかが分から
ないんです

少しずつ自信を取り戻し
週３回作業所に通うことに

100円均一ショップに
就職できた！

数日後 ハンガーは
どこ？

わからないです

店員なのに
知らんのか！

すみません
こちらにあります
のでご案内します

わからないときは
「担当に確認します」
だったよね

次
が
ん
ば
ろ
う
！

は
い
！

お弁当箱は
どちらに？翌日

担当に確認します
少しお待ちください

入社前にアイビーから助言を受けた同僚が
サポートしてくれた

企業で働く
ことに挑戦して
みませんか

仕事に慣れて
きましたね

よく来てくれましたね。外出に慣れる
ところから始めてみましょう

相談に乗ってくれる
ところがあるよ
アイビーって言うんだけど

2018年4月の障害者法定雇用率（企業等が雇用する義務のある障害者の人数）の改定
を控え、障害者を雇用する企業が少しずつ増えています。アイビーでは①障害のある
人の雇用検討時、②雇用決定から入社まで、③入社後と一貫してサポートします。ぜ
ひご相談ください。下記の地域職業体験やセミナーへのご参加もお待ちしています。

就労中または就労をお考えの市内の障害のある人やそのご家族・支援者等を対象に、
就労に関するご相談や仲間づくりの場を設けています。就労に関心のある人や就労に
不安のある人は就労している人の声を聞くことで、現在就労している人は自分の悩み
を他の人と共有することで、それぞれが一歩を踏み出すことにつながります。まずは
お気軽にお越しください。

障害のある人が雇用され働き続けられる環境づくりには、今この広報紙を読んでいる
あなたの関わりも必要です。職場の同僚に障害のある人がいるとき、お店で障害のあ
る人とやり取りするとき、あなたのほんのちょっとの意識・行動が、障害のある人の支
えや力になります。みんなが役割を持って自分らしくいきいきと暮らせるゆたかな西宮
にむけて、みんなで一歩前に進みませんか。

障害者雇用のご相談、ぜひどうぞ

アイビーの
サポートでみんなイキイキ！

●障害のある方の市内企業での地域職業体験「はたらこか」

趣　　旨：  アイビーでは、障害のある人の雇用を検討している企業等が障害のあ
る人の雇用を経験する機会を提供しています。（1）カウンセリング、（2）
受入前の打ち合わせ、（3）体験受入、（4）体験の振り返りを経て、障害
のある人の受け止め方等を学ぶことができます。また、障害のある人
にとっても、実際の職場における経験を自信につなげて就職を果たす
ことができるため、とても貴重な機会になっています。

体験期間：3～7日間（実施時期、日数、時間は応相談）
体 験 例：PCデータ入力、ファイリング、食器洗浄、片付けなど

●障害者雇用に取り組む企業の話が聞ける「第2回一般就労セミナー」
日　　時：11月22日（水）13:30～16:30
場　　所：西宮市勤労会館大ホール（松原町2-37）
内　　容：  第1部　講演「障害者雇用施策と動向」西宮ハローワーク 

第2部　パネルディスカッション「身近な企業での取り組み」企業担当者

障害のある人と企業の
あいだをつなぐ

受入企業募集中

西宮市社会福祉協議会 障害者就労生活支援センター アイビー
〒662-0913 西宮市染殿町8-17　西宮市総合福祉センター 1階 月～金曜日（土・日・祝休日除く）9：00～17：30

●「アイビーみんなのつどい」
日　　時：10月14日（土）13:30 ～ 15:30
場　　所：西宮市福祉会館2階第5集会室（津門川町2-28）　参加無料・予約不要

企業の方へ 就労中の方・就労をお考えの方へ

この広報紙を手に取ったあなたへ

まずは仲間づくりをしませんか

一歩、積極的な関わりを

TEL.0798-22-2725 西宮　アイビー

ア
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ー
と出

会ってイキイキと働
く 障害のある人と企業のあいだをつなぐ

西宮市社協「アイビー」
宮太郎（26歳）の場合
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 利用対象者　 西宮市民で、60歳以上の人、障害者手帳をお持ちの人、母子・
父子家庭の人。（第2・4日曜日の「ふれあいの日」は市外や60歳
未満の人もご利用いただけます）

 開 館 時 間　9:00~17:15（入浴時間は10:00~16:00）
 休   館   日　 木曜日、第1・3・5日曜日、第2水曜日、祝休日
　　　　　 　　祝休日が他の休館日に当たる時はその翌日、年末年始

お食事処「みはらし」（営業 11:00～14:30）も、お年寄りに優しいメニューで好評営業中!

日帰り
保養施設
かぶとやま荘
温泉 ❖ カラオケ ❖ 卓球 ❖ ビリヤード ❖ 囲碁 ❖ 将棋

利用手続き等詳しいことは、下記にお問い合わせください。
社会福祉センター かぶとやま荘 （西宮市越水字社家郷山1-97） 　TEL. 0798-73-0688

もあります。
（一部有料）

施設利用料は1人200円

ふれあい歌謡ショー 11月12日（日） 12:30開催！
☆プロの歌手を招いて☆楽しく華やかに☆岡田 央 出演予定

❖  イベント・セミナー情報  ❖

年4回発行（次号11月発行予定）
2017年９月10日 発行

〒662-0913 西宮市染殿町8-17（西宮市総合福祉センター内）
TEL.0798-34-3363（代）／FAX.0798-35-1132　URL：http://www.n-shakyo.jp

この広報紙は、市民のみなさまからご協力いただきました「赤い羽根共同募金」の配分金及び「社協会員会費」で作成しています。

西宮市社会福祉協議会

❖   平成29年度「点訳ボランティア養成講座」 

視覚障害者が読み書きできる点字に訳する技術を基礎から学び、視覚障害者への理
解を深め、図書館内の点訳ボランティアとして活動していただける人の養成講座です。

【日　時】  ①事前説明会　平成29年10月5日（木）10:00 ～ 12:00 
②養成講座　　平成29年10月12日（木）～平成30年3月15日（木）10:00 ～ 12:00 

　　　　　　　　　　　毎週木曜日（祝休日、年末年始期間を除く）、全20回
【場　所】西宮市総合福祉センター本館4階研修室（西宮市染殿町8-17）
【対　象】 市内在住、在勤、在学で、講座終了後に点訳ボランティアとして活動可能な方
【参加費】テキスト代 1,080円　【定　員】15名　【申込締切】9月29日（金）
【お申し込み・お問い合わせ】西宮市視覚障害者図書館へ電話、FAX、メールで申込み
TEL.0798-34-5554　FAX.0798-34-4124　E-mail：n-shito@hcc5.bai.ne.jp

❖   福祉ボランティア体験講座

これからボランティア活動を始めたい人を対象に全４回の体験講座を開催します。講
義や活動体験をとおして自分にあったボランティア活動を一緒にみつけましょう。

【日　時】  ①10/19（木）10:00~12:00　②10/23（月）~11/10（金）の期間で2日間体験 
③11/16（木）10:00~12:00　全４回

【場　所】西宮市福祉会館４階集会室（津門川町2-28） 他　
【対　象】ボランティアに関心がある方（市内在住、在勤、在学優先）　
【参加費】ボランティア保険代 500円　【定　員】20名　【申込締切】9月29日（金）
【お申し込み・お問い合わせ】ボランティアセンターへ電話、FAX、メールで申込み
TEL.0798-23-1142　FAX.0798-23-3910 　E-mail：volavola@n-shakyo.jp

❖   認知症介護者の会 さくら会 土曜日おしゃべり会

「さくら会」は認知症の人の介護者が集まり、介護方法の悩みやその中での心の葛
藤などを打ち明け、経験や情報を共有し、よりよい介護をめざす介護者の会です。
普段は毎月１回平日の開催ですが、今回は幅広い方に参加して頂けるように土曜日
に開催します。

【日　時】平成29年11月11日（土） 10:00～ 11:30
【場　所】西宮市総合福祉センター４階研修室（染殿町8-17）
【対　象】 認知症の人を介護している方　さくら会会員以外の方も歓迎
【参加費】100円（茶菓子代）　【定　員】30人
【お申し込み・お問い合わせ】当日直接お越しください。
地域福祉課　TEL.0798-23-1140　FAX.0798-23-3910

❖   第４回にしのみや認知症つながりフェア～このまちのつながりで生きていく～

認知症の人や家族を支援する団体などが行う、認知症についての啓発イベントです。
認知症以外にも、成年後見制度や介護中の食事や口腔、排泄介助について学べるブー
スがあります。また、映画「毎日がアルツハイマー２」の上映も行います。

【日　時】平成29年11月26日（日）13:00~16:00
【場　所】西宮市民会館会議室101・401（六湛寺町10-11）　【参加費】無料
【定　員】  映画「毎日がアルツハイマー 2」のみ定員80名 

事前申し込み　先着50名　（11月1日から電話にて受付） 
当日受付　先着30名（当日11：30～ 会議室401にて整理券配布）

【お申し込み・お問い合わせ】地域福祉課　TEL.0798-23-1140　FAX.0798-23-3910
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入学試験日程
推薦入学試験 平成29年11月11日㊏
社会人入学試験 平成29年11月11日㊏・12日㊐
一般入学試験（１次）平成30年１月13日㊏・14日㊐
一般入学試験（２次）平成30年３月 3日㊏・4日㊐
専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座
設 置 課 程 　看護師３年課程　修業年限３年
受 験 資 格 　  高等学校または中等教育学校を卒業（本年度卒業見込み者を含む）

及びこれと同等以上の学力を有する者
卒業後の資格 　看護師国家試験の受験資格

お申込はホームページ
またはお電話から

学校説明会

西宮市医師会看護専門学校

〒662-0911　西宮市池田町13番2号（JR西宮駅徒歩2分）
TEL.0798-26-0661　　URL：http://nishinomiya-kango.ac.jp/

学生募集
平成29年10月7日㊏12月2日㊏
10:00～11:30

西宮市共同募金委員会（西宮市社会福祉協議会内） TEL.0798-23-1140

赤い羽根共同募金がはじまります！
【運動期間】10月１日～ 12月31日今年度、西宮市地区では19,211,660円（Ｈ29.8.2現在）の活動資金を

お寄せいただきました。ご協力いただきました活動資金をもとに、多
くの苦しむ人々の笑顔が取り戻せるよう、国の内外で人道的な活動を
展開していきます。今後も暖かいご支援を心からお願い申し上げます。

日本赤十字社兵庫県支部 西宮市地区（西宮市社会福祉協議会内）　TEL.0798-23-1140
※九州北部大雨災害義援金・秋田県大雨災害義援金、受付けています。

赤十字会員
増強運動のご報告 活動資金のご協力ありがとうございました

子どもたち・高齢者・障がい者などを支援するさまざまな福祉活動に役立てられます。
募金活動に皆様のご協力とご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

赤い羽根共同募金がはじまります！

つくる楽しさ
みんなでシェア！
夏のものづくり体験通信

障害者総合相談支援センター にしのみや
（西宮市総合福祉センター１階）

TEL.0798-37-1300  
FAX.0798-34-5858

お問い合わせ

　昨年施行の障害者差別解消法は、障害のある人への正当な理由のないサービス提供の
拒否や制限を禁じるとともに、障害のある人に合わせた配慮を事業者に求め、障害のあ
る人もない人もともに暮らせるまちづくりを目指しています。施行から1年を経た今年の
6月に、この法にとって大きな意味のある出来事が起こりました。車いすの乗客へのLCC
（格安航空会社）の不十分な対応が、社会的に大きく取り上げられたことです。その中で、
早期に国土交通省が航空各社に対して差別的取り扱いを禁じ合理的配慮を求めた通知を
出したこと、そして当該航空会社による乗降リフト設置などの動きが生まれました。同
時に、車いすの乗客が飛行機に搭乗する際の事前連絡の存在も知られ、また事前連絡の
必要性についての議論も起こりました。このように、障害者差別解消法は、障害のある
人が上げた声を大事にすることで共生のまちづくりを進めていくものだと言えます。

障害のある人に対する差別的な対応や嫌な気持ちになる対応を経験した場合、みなさ
んの周りで上記の対応を見聞きした場合は、気軽に相談してください。

地域の様々な人たちが集い、共生のまちづくりを目指す地域共
生館「ふれぼの」は２年目の夏を迎えました。この夏休みには朝から子どもたちがやってきて宿
題や遊びにと賑わいをみせていました。
８月には「地域活動センターふれぼの」で活動する障害のあるメンバーが講師となって、キー
ホルダーやコースター、紙すきハガキを作る体験ができる「ワークショップ」を開催しました。
参加した子どもたちはいつになく真剣に作り方の説明を聞き、一つひとつ確認しながら作業し
ていました。
メンバーは子どもたちの作業を見守りながら、気にかけたり、手伝ったりする場面も見られ、

ものづくりを通してお互いを知り合うことにつながっています。
地域活動センターふれぼのでは、このように作品づくりをとおして色々な方とふれあうとと

もに、できあがった作品を地域のお祭りやイベントに出店することで、地域交流も進めています。
もちろん、作品はふれぼのでも販売していますので、ぜひ、見にきてくださいね。

福祉の「いま」を伝えるコラム
障害者差別解消法の施行から1年経って

地域共生館ふれぼの　〒662-0857　西宮市中前田町1-23
【開館時間】月～金　9:00 ～17:30
（1階ふれぼのカフェは10:00 ～16:00）　※事業開催に応じて土日祝夜間も開館
【お問い合わせ】TEL.0798-61-1408　FAX.0798-61-1409


