
はじまりは挨拶から

地域の“おっちゃん”による
安心見守り活動

　6 月の地震、7 月の豪雨災害と、日本は立て続けに大きな災害に見舞われ
ました。２つの地域のように、日ごろから身近な地域の人同士で声をかけ
合う・気にかけ合うことは、今後も起こりうる大規模災害時の助け合いにも
つながります。
　一方で、隣近所の人と挨拶をする機会や知り合う機会がないと感じている
人もいるのではないでしょうか。そんなときは、次のことをやってみてはど
うでしょうか。

　6 月下旬の鳴尾北子育てサロン「にこにこキッズ」に、この日初めて
参加する A さん親子の姿がありました。A さんは結婚してこの地域に
住み始めましたが、ご近所にほとんど知り合いがいませんでした。
　そうした中で起こったのが、6月18日の大阪北部地震でした。A さんは
1 歳にならない子どもと自宅で過ごすことが不安になり、近くの学文公
民館へ避難をしました。公民館では、地域の民生委員さんが不安な 2 人
に長い時間寄り添い、夕方には落ち着き自宅へ帰ることができました。
　その民生委員さんから A さんが紹介を受けたのが、「にこにこキッズ」
だったのです。早速子育てサロンに行った A さんは、同世代の子をもつ
お友達もできました。また地震の日に対応して下さった民生委員さんと
もその場で再会し、改めて日ごろのつながりが災害時の大きな安心を
生み出すと感じました。

　「はーい、おかえりなさい」「気をつけて帰るんやで」小学校から帰って
くる子どもたちに、緑色のベストを着たおっちゃんたちが声をかけ見送
ります。これは、子どもの登下校を見守ろうという有志が始めた樋ノ口
地域の活動です。活動者の一人小椋さんに、地域のつながりづくりに
ついてお話を伺いました。

　小学生のころから地域で挨拶を交わしていた
子が、高校生になっても後ろから声をかけてく
れた―そんな話を笑顔で教えてくれた小椋さん。
おっちゃんたちは、今日も地域の人に声を掛け、
つながりが広がっています。 小椋 朝夫さん

　表札を掲げない家が増えてきて、地域の人同士がつながるきっ
かけも減ってきていると感じます。見守り活動でもどのような活
動でも、心がけているのは、誰にでも地域で出会ったら挨拶をす
ることです。お子さんがいたらお子さんに向かって。挨拶はいつ
してもいいのですからね。そこからお互いのことを知り、つなが
ることができるのだと思います。樋ノ口で行っている障害のある
子の親御さんと地域がつながる場もそのような中で生まれました。

こんなことから始めませんか？

 ここに行けば知り合える・知ってもらえる

● 地域の行事・お祭り
● ふれあいサロン　 ● 子育てサロン

各地区社協の活動は皆様からのご支援で成り立っています。 地域活動参加のお声掛けとともに賛助会員の募集も行っています。 ご協力の程よろしくお願いいたします。

地域福祉課 TEL. 0798-23-1140 FAX. 0798-23-3910 地域活動の様子をHPでお知らせしています！

西宮市社協　推進地区組織トピックス

身近に気にかけ合える人がいる心強さ

子育てサロンで広がるつながり

 こんな時に挨拶できる

● 回覧板を隣近所に持っていくとき
● ゴミ出しのとき

こんにちは！

“日常的なつながり”づくり共生の
まちづくり
とは

西宮市社協がすすめる「共生のまちづくり」。今回は、6月に
地震が起こった際の地域のエピソードと日頃から行われている
見守り活動を紹介し、共生のまちづくりが目指す姿の一つ、身近
な地域の“日常的なつながり”づくりについて考えます。
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　「最近、次に何をするか忘れがちになっている妻の側で夫が声をかけ、
妻は料理を最後まで作ることができた」。身近に理解しようとしてくれる
人や、さりげないお手伝いをしてくれる人がいれば、認知症であっても
一人でお買い物に行くことや、趣味の活動にも参加することができます。
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〒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

❖   第7期　権利擁護支援者養成研修　事前説明会を開催します

地域の権利擁護支援の担い手になるための研修説明会です。研修の受講を希望される
場合はご参加下さい。

【日　時】9月14日（金） 18：30～  または15日（土） 10：00～  いずれも内容は同一で1時間程度
【場　所】西宮市総合福祉センター 4階研修室
【対　象】 市内在住の方　【参加費】無料 ※要申込　【申込締切】説明会前日まで
【第7期 権利擁護支援者養成研修概要】
①期間：10月～翌年3月の土曜日（全10日） ※実地研修は平日の場合もあり
②内容：権利擁護支援〈成年後見制度含む〉に関する基本的理解、福祉現場での実地研修
③定員：30名（説明会参加者を優先）
【お申し込み・お問い合わせ】
西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター　TEL.0798-37-0068　FAX.0798-37-0067

❖   つどい場講座 

人がつながる場「つどい場」。その楽しさ、魅力やつながり方を連続講座で紹介し
ます。つどい場に関心のある方、始めてみたい方どなたでもどうぞ！

【日　時】  ①講座
 　講師：合同会社 人・まち・住まい研究所　代表 浅見 雅之さん
 　平成30年10月3日（水） 14:00 ～ 16:00
 ②事例発表
 　・キタロクつどい場“あん”　・一里山町みなみ会自治会　・東灘こども喫茶
 　平成30年10月10日（水） 14:00 ～ 16:00
【場　所】西宮市市民交流センター 2階ホール（西宮市高松町20-20）
【対　象】関心のある方　【参加費】無料　
【定　員】いずれも100名　【申込締切】いずれも1週間前
【お申し込み・お問い合わせ】共生のまちづくり課　TEL.0798-61-1361　FAX.0798-61-1409

❖   アイビー　セミナーを開催します

「障害者雇用と地域生活」をテーマにセミナーを開催します。地域で働き生活してい
くために大切なことは何なのか。企業の担当者や当事者にお越しいただき、実際の声
をお届けする予定です。詳細はホームページをご覧ください。

【日　時】平成30年11月22日（木） 13：30～ 16：00（13：00開場）
【場　所】西宮市勤労会館大ホール（西宮市松原町2-37）
【対　象】障害者雇用に関心のある企業、当事者、関係機関その他関心のある方　【参加費】無料　
【お申し込み・お問い合わせ】
西宮市障害者就労生活支援センターアイビー　TEL.0798-22-2725　FAX.0798-77-3392

広
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入学試験日程
推薦入学試験 平成30年11月10日㊏
社会人入学試験 平成30年11月10日㊏・11日㊐
一般入学試験（１次）平成31年１月12日㊏・13日㊐
一般入学試験（２次）平成31年 2月23日㊏・24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

参加ご希望の方は、
ホームページから
または電話にて

お申込みください

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30年 10月6日㊏

12月1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18,613,054円（H30.8.6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、国内外で人道的な活動を展
開していきます。今後も温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
※平成30年7月豪雨災害義援金を受付けています。

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・高齢者・障害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。

善意銀行へのご協力
ありがとうございました

物  品  寄  付       車いす、紙おむつ・尿取りパット（新品）、拭き
取り布、福餅、ボッチャ競技・審判用具　等

横浜　均 様／㈱阪急オアシス 様／西宮神社　若戎会 様／あいおいニッセイ
同和損害保険㈱ 様／匿名　8件

金銭寄付合計   109,329円
西宮市総合福祉センター利用者 様／かぶとやま荘利用者 様／嶋津　園子 様／
YOU・ゆう（高木婦人会） 様／西宮福祉ボランティアグループ　雑草／匿名　2件

頂きましたご寄付は、西宮市の福祉推進のために大切に使わせていただきます。

平成30年
1月1日～
7月31日

❖   　　　　　　　　認知症になっても ～成年後見制度を利用して地域で自分らしく暮らす～

認知症の方が成年後見制度を必要とするのはどんな時？どのような支援が受けら
れるの？事例に沿って学びましょう。また最近のトピックも紹介します。

【日　時】  平成30年11月9日（金） 13：30～ 15：30
【場　所】西宮市総合福祉センター 4階研修室（西宮市染殿町8-17）
【対　象】関心のある方　
【参加費】無料　【定　員】50名　【申込締切】10月末日
【お申し込み・お問い合わせ】
西宮市高齢者・障害者権利擁護支援センター　TEL.0798-37-0024　FAX.0798-35-0025

平成30年度
権利擁護セミナー

ちょっとした支えがあれば  たくさんのことができる ～認知症でも好きな生活を地域で～

お問い合わせ：地域福祉課 TEL. 0798-23-1140

イベント案内

第５回にしのみや
認知症つながりフェア
～認知症予防から状態に
応じた支援を知ろう！～

［ 平成 30 年 11 月 29 日（木）
11:00 ～ 15:00 ］
認知症や介護について、「知っ
たり」「考えたり」「相談でき
たり」するイベントです。
市内で認知症の人や家族を支
援する団体が集まっています。

　この講座は、認知症を正しく理解し、認知症の人やそのご家
族を温かく見守る応援者（サポーター）になるための講座です。

　
　受講者には、「認知症の人を応援し
ます」という目印になる「オレンジ
リング」をお渡しします。

認知症サポーター養成講座

● 認知症とはどういうものか
● 認知症の人と接する時の心がまえ
● 認知症介護をしている人の気持ち

講座内容

西宮市社協　認サポ 検 索

そろそろご飯を

炊いたほうが

いいかな？


