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西宮市社会福祉協議会

みんなで創り出す

共生のまち にしのみや

“ つながる” “ 認め合う” “ 話し合う” を キー
キーワードに！！
西宮市社会福祉協議会（市社協）では、昨年 10 月「第 9 次地域福祉推進計画」
（2021 年 10 月〜

2028 年 3 月）を策定しました。
この計画は、誰もが暮らしやすい、住んで良かったと思える西宮をめざして住民や地域活動者、
関係団体等の意見を盛り込んだ地域づくりの指標です。
コロナ禍により、人と人とがつながりにくい状況が続いていますが、地域の中で様々な工夫をし
ながら計画に基づいた活動をすすめています。
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地域の中で一人ひとりの違いを 認め合う
身近な場・空間づくりを進めていきます。

９次計画の
ダイジェストは
このページの下部に

具体的な地域活動やボランティア活動等に
ついては、 市社協ホームページをご覧ください。
トップページの活動レポートでも地域活動の
様子を紹介しています！

地域福祉課

TEL:

0798-23-1140 FAX

ホームページは
こちら

0798-23-3910

：

想いを届けよう！ 子どもたちの笑顔輝く西宮のために
今年度、市社協では善意銀行に届けられた寄付を活用して「子どもキラキ

善意銀行への寄付報告（令和３年３月〜令和４年２月末）

ラプロジェクト」を実施しています。
このプロジェクトは、子ども食堂を運営する団体などを対象に、コロナ禍
の子どもたちが少しでもワクワクできる活動に対して助成を行うものです。
助成を受けた団体では、様々な工夫をしたクリスマス会やお正月イベント
などが実施されました。

物品寄付

拭き取り布、マスク、オムツ、車いす、石鹸など

カグラベーパーテック株式会社、関西遊技機商業協同組合、健康体
操・ママさんピラティス 鍵山智子、健康体操・子供体操

鍵山智子、

近藤和仁、立石益得、中根清、西宮ホワイトライオンズクラブ、兵庫
信用金庫、明治安田生命保険
（相）
、匿名 全 41件
（敬省略、五十音順）

参加した子どもの声

金銭寄付

最近はお祭りや行事がなかったので、

合計

1,460,715 円

クリスマス会があって嬉しかったです。

株式会社阪急オアシス、 健康体操・ママさんピラティス

活動者の声

西宮市学童保育連絡協議会、西宮市総合福祉センター利用者
（募金箱）
、
森結子、匿名

この助成金を活用して普段できない

鍵山智子、

全 22 件
（敬省略、五十音順）

楽しいイベントができ、子どもたち
の笑顔を見ることができました。
ともだち食堂

クリスマス会

今後も、皆様から頂いた善意の気持ちを地域へつなげる活動を展開する予定です。

～ みんなの笑顔が地域をつなぐ ～
青葉園・ふれぼのでは、これまでみんなで楽しむ年末行事を行っていましたが、
コロナ禍の昨年末は初めてオンラインを使って開催しました。
「直接会えなくても、地域の皆さんと一緒に笑い合いたい」という本人さんの想いをも
とに、これまで交流のあった方々へ仮装や予期せぬ結末など工夫を凝らした絵本動画
を披露しました。

引き続き、
「善意銀行」へのご協力をよろしくお願いいたします。
お問い合わせ

介護者会の紹介

コロナ禍の青葉園・ふれぼのの取り組み

心温まる寄付を頂き、ありがとうございました。

総務課

TEL.0798-34-3363 FAX.0798-35-5500

一人で
悩まないで

仲 間 がいます

介護や病気のことなどについて仲間と一緒にお話ししながら、ほっと
一息つける場があります。一度、のぞいてみませんか？
また、あなたの周りに一人で悩んでいる方がいたら、次のような場があ

画面越しですが、みんなで笑い合

ることをぜひお伝えください。

うことができ、あらためて人と人と

以下の各会に共通する活動内容

のつながりの大切さを実感しました。
これからも工夫をしながら交流を深

① 情報交換・交流（季節にあったイベントも開催しています）

めていきます。

② 介護等に関する学習会の開催や講習・研修の受講

行事の詳細については市社協ホー
ムページ 青葉園・ふれぼのからのた
よりをご覧ください。
※青葉園・ふれぼのでは通所されてい
る方を「利用者」ではなく「本人さん」
と呼んでいます。

❖

③ 会員同士の支え合い活動
青葉園・ふれぼの
年末行事２０２１の記事はこちら

お問い合わせ 青葉園事業課
TEL.0798-35- 0013 FAX.0798-35-4781

イベント ・ セミナー情報 ❖
「認知症に気づく力を身につけて、備えよう」
〜認知症早期発見・対応啓発講座〜

60 歳を迎えた人は亡くなるまでに 6 割以上が認知症を発症すると言われています。

今回の講座では「認知症かも？」と思った時にすべきことを学びます。認知症予防
についても触れ、4 年以内に認知症になるリスクもチェックします。また、専門職
による個別相談の時間も設けます。
【日
【場

時】令和 4 年 5 月 12 日
（木） 13:30 〜 15:00
所】西宮市職員会館 3 階大ホール 【定 員】40 名（先着）

【お申し込み・お問い合わせ】4 月 1 日より受付開始
地域福祉係 TEL・FAX・メールにてお申込みください。
TEL.0798-23-1140 FAX.0798-23-3910 メール：chiiki@n-shakyo.jp

赤十字の活動資金にご協力ください

人間を救うのは、人間だ。
Our world. Your move.
赤十字
運動月間

5 月 1 日 5 月 31日

日本赤十字社は、多くの苦しむ人々の笑顔を取り戻せる
よう、様々な活動を展開しています。
赤十字の活動は、赤十字の趣旨にご賛同くださる皆さま
からお寄せいただく活動資金によって支えられています。
赤十字が創立された 5 月を「赤十字運動月間」としています。
今年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 事務局 西宮市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL.0798-23-1140 FAX.0798-23-3910

④ 専門職や関係機関等との連携

若年性認知症交流会 わかみや会
若年性認知症のご本人やご家族がつどい、
「ほっと一息つける場」また「不
安な気持ちや色々な思いを語れる場」
「参加者がお互いに支え合える場」とし
て交流会を開催しています。
本人活動日
【日時】毎月第４金曜日 １3:３０〜１６:００
【場所】西宮市総合福祉センター内
本人・家族交流会
【日時】偶数月第２木曜日 １３:３０〜１５:３０
奇数月第２土曜日 １０:００〜１２:００
【場所】西宮市総合福祉センター内

認知症介護者の会 さくら会
認知症の方を介護している人同士が、
介護の方法や悩み、
心の葛藤などを打
ち明け合い、
経験や情報を分かち合いながら、
よりよい介護を目指しています。
【日時】毎月第４金曜日 １３:３０〜１５:３０

webは
こちら

【場所】西宮市総合福祉センター内

高齢者介護者の集い ひまわり会
高齢者を介護するという同じ立場の人が集まり、それぞれの思いを語り
合い、介護者が孤立しないよう支え合える活動をしています。また、情報
交換や学習会も開催しています。
【日時】毎月最終水曜日 １３:３０〜１５:３０
【場所】西宮市総合福祉センター内

webは
こちら

※各会について、日時・場所が変更になる場合があります。ご参加される際は、下記まで
お問い合わせください。

お問い合わせ

地域福祉課
TEL.0798-23-1140

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

webは
こちら

〒 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：https://nishi-shakyo.jp

FAX.0798-23-3910
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