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各総合支援センター、市民センター、サービスコーナー、コミュニティセンター等にも置いています。ホームページからもご覧いただけます。

◎本紙における全ての写真は、撮影直前までマスクの着用等感染防止策を徹底し、会話も控えていただいた状態で撮影しています。
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検　索明石市社会福祉協議会

★広報紙をご入用の方はお気軽に
明石市社会福祉協議会 法人運営課  ☎924－9105  FAX 924－9109 までご連絡ください。

この広報紙は　　　　の配分金の一部を活用しています。
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社協会員の皆さま　社協会費へのご協力ありがとうございます 
地域総合支援センターより・「のじぎく賞」の表彰を受けました
明石市後見支援センターより
10,000人メッセージプロジェクト・ラダーゲッター記録大会決勝・
　　　　ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さまが手縫雑巾を寄付・赤い羽根共同募金運動
あかし社協情報アラカルト・作品大募集！

Ｐ２～Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６

Ｐ７
Ｐ８

募集内容　・「物語」・「エピソード」部門
　　　　　・「俳句」・「短歌」・「川柳」・「詩・ポエム」部門
　　　　　・「写真」・「絵画」部門（Ａ２サイズ以下）
　　　　　※本人が制作・撮影した未発表の作品。
　　　　　★作品の題名と投稿の理由を添えてご応募ください。

応募〆切　令和３年（2021年）5月14日（金）消印有効
応募方法　氏名・住所・電話番号を添えて郵送、メールまたは持参で
　　　　　下記まで提出してください。
　　　　　（メール）daihyo@akashi-shakyo.jp
入賞発表　第110号（令和３年（2021年）7月発行予定）で発表します。
　　　　　★入賞作品を紙面に掲載させていただくとともに、記念と
　　　　　してポールペンをプレゼントいたします！

（郵　送）〒673-0037
　　　　　明石市貴崎１丁目５番13号
社会福祉法人
明石市社会福祉協議会
法人運営課　企画経営係　宛

◀応募の際に切り取ってご利用ください。
✂

✂
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作品大募集！

※応募いただいた作品は返却しません。（返却が必要な場合は、応募時にお知らせください。）
※入賞者にのみ連絡します。
※郵送時の事故による作品の破損等の責任は負いかねます。
※郵送料金は応募者の負担となります。
※ご提供いただいた個人情報については本企画の利用目的以外の目的では利用しません。

【問合せ】企画経営係☎924-9105  FAX 924-9109

テーマ『わたしの中のオリンピック・パラリンピック』

地域で支え合う制度にしていこう！

８人が「市民後見人養成講座」を修了しました
市民後見人は、成年後見制度を利用する皆さんの「伴走者」として

「支え合う社会」の実現を目指していきます！
くわしくは、６ページでご紹介します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に資金の貸付けの受付を、令和３年
（2021年）６月末まで兵庫県社会福祉協議会が主体となり実施しています。まずは、お問い合わせください。
　　　　　　　※　ご来所の際は、３密を避けるため、ご予約のうえお越しくださいますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　【問合せ】企画経営係 生活福祉資金貸付担当
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９
　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）９時00分～17時00分

①寄り添いボランティア（全３回）
　精神障がいの理解を深め、受講後は精神障がい者が憩うサロン等
のボランティアとして活動します。
日時：令和３年（2021年）５月26日、６月２日、９日
　　　（毎週水曜日　10時00分～12時00分)
会場：明石市立総合福祉センター　大会議室
※５月６日（木）９時00分から申込開始予定
②朗読（音声訳）ボランティア（全10回）
　視覚障がいの理解を深め、音声による情報を提供するための基本
的な技術を習得し、視覚障がい者の社会参加と自立を支援します。
養成講座終了後の活動日は主に月曜日です。（簡単なワード程度の
パソコン操作ができる方が対象）
日時：令和３年（2021年）６月７日、14日、21日、28日
　　　７月５日、12日、19日、26日、８月２日、23日
　　　（各月曜日　13時00分～15時00分）
会場：明石市立総合福祉センター　社会適応訓練室
※５月６日（木）９時00分から申込開始予定
③体を動かして楽しくボランティアしてみよう♪（全１回）
　楽しく、仲良く、踊り、唄いながら笑顔と元気をわけ合う「盆踊
り」を一緒に広めていきませんか？地域のお祭りや施設での交流を
とおして楽しみましょう。
日時：令和３年（2021年）７月１日又は15日のいずれか１日を
　　　お選びください。（木曜日　13時30分～14時30分）
会場：あさぎり福祉センター
※６月１日（火）９時00分から申込開始予定

■ 法律専門相談（要予約）
　弁護士・司法書士の法律職が成年後見、財産管理、遺言な
どの権利擁護に関する相談に応じます（相談時間は45分程
度）。
【日時】毎週木曜日 13時30分～15時30分
　　　　● 司法書士…第１・３木曜日
　　　　● 弁 護 士…第２・４木曜日
【問合せ】明石市後見支援センター
　　　　　☎924-9151 FAX924-9134

■ 福祉機器リサイクル事業のご案内
　家庭で不要となった車いす・電動ベッドな
どの福祉機器を提供していただいて、ボラン
ティアが点検整備のうえ必要な方に無料でお
譲りしています。

【問合せ】在宅福祉係 ☎924-9105 FAX924-9109

■ ボランティア相談
　“私らしいボランティアの第一歩”を応援！
　一緒にあなたの“やってみたい”を丁寧にサポートします。
　まずはご連絡ください！
【問合せ】明石市ボランティアセンター
　　　　　☎ 924-9105 FAX 924-9109
★　市内２か所で定期相談も行っています！ 
　　ボランティアサポーター相談窓口
　▶笑くぼ西明石（コープ西明石２階）
　　毎月第３水曜日　10時00分～11時30分
　▶魚住市民センター２階
　　毎月第２水曜日　13時30分～15時00分
【問合せ】地域福祉係 ☎ 924-9105 FAX 924-9109

あかし社協情報アラカルト

募　集

明石市立総合福祉センター　開催予定のイベント

■ ボランティア養成講座
対象：講座終了後、ボランティア活動ができる市内在住・在勤の人
費用：無料（ボランティア保険未加入の方のみ500円）

※　申込み方法などの詳細は１か月前から明石市社協のホームペー
　ジでご確認いただけます。
※　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延期や内容変更
　等を行う場合がありますのでご了承ください。
【問合せ】地域福祉係　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９

■６月　卓球バレー交流大会　　　　どなたでも参加できます。
■７月　にこにこ粋・生き（いきいき）健康教室
　　　　　高齢者・障がい者対象の身体の調子を整える教室です。
　　　　こども水泳教室
　　　　　障がいのあるこどもたち対象の水泳指導です。
■８月　ボッチャ交流大会　　　　どなたでも参加できます。

新館

新館

本館

本館
新館
本館

★イベントの申込み時期や詳細は、明石市立総合福祉センターへ
お問い合わせください。
【問合せ】明石市立総合福祉センター　　　  ☎918-5660 FAX918-5661
　　　　　明石市立総合福祉センター　　　  ☎927-1125 FAX927-1126

生活福祉資金の「新型コロナウイルス特例貸付」を
令和３年（2021年）６月末まで受付します



大久保地区

西明石地区

社協会員の皆さま

令和２年度（2020年度）中にいただいた会費は、令和３年度（2021年度）の福祉活動に活用します。

社協会費の使いみち ○　地区社会福祉協議会を通じて、ミニケア・ふれあいサロン、助け合い、見守り、
　ふれあい活動などの地域活動の支援
○　市社協の法人事務運営費、理事会・評議員会等の運営費　など

大明石親和会
ユニハイム明石自治会
樽屋町（旧栄町）自治会
樽屋町太平産業自治会
サニーハウス明石自治会
樽屋町自治会
樽美会
日建明石寮自治会
船町自治会
材木町町内会
材木町西部自治会
日冨美町町内会
大観町東町内会
大観町北部町内会
大観町中部町内会
東戎町町内会
港町中央自治会
御幸道町内会
岬町御旅町内会
岬町西部３丁目町内会
岬町西部町内会
旧一番町南部町内会
出崎町自治会
大観町南部町内会
北王子町自治会
西新町１丁目北町内会
西新町１丁目西町内会
西新町１丁目東町内会
西新町１丁目南町内会
王子１・２丁目自治会
大道町自治会
リバーサイドパレス明石自治会
西新町２丁目東部自治会

西新町２丁目中町内会
西新町３丁目東自治会
西新町３丁目南町内会
西新町３丁目新和会
南王子町町内会
南王子町県住自治会
和坂稲荷町自治会
硯町１丁目自治会
硯町自治会
硯町３丁目自治会
明石ダイヤハイツ自治会
田町町内会
新明町自治会
船上新町町内会
船上町自治会
立石１丁目自治会
立石２丁目自治会
プレステージ明石立石自治会
林崎町１丁目自治会
林崎町２丁目自治会
林大東住宅町内会
林大東自治会
林大丁町内会
林獅子投町内会
林若宮町町内会
林中之町町内会
林五蔵町町内会
林２丁目八軒町町内会
林地蔵町町内会
林戎井町内会
林戎之町町内会
林川端町町内会
林高東町内会

林３丁目高中町内会
林高戎町内会
林八黒町町内会
林高西町町内会
林西浜町内会
明石ハウス自治会
明石シーサイドパーク自治会
立石住宅自治会
ハイラーク明石自治会
ピュアハイツ明石自治会
サンラフレ明石自治会
貴崎東団地自治会
貴崎自治会
貴崎団地自治会
貴崎県住自治会
サンハイツ貴崎自治会
グローバル西明石自治会
花園町自治会
ファミールハイツ明石自治会
西明石南町自治会
西明石南鉄道社宅自治会
小久保町内会
小久保南町自治会
割池谷自治会
サバービアシティ21管理組合自治会
林崎町３丁目自治会
東松江町内会
西松江町内会
藤江東地区自治会
別所自治会
東藤江自治会
中藤江自治会
若林自治会

出の上自治会
藤江町内会
藤江西畑自治会
藤江松の本自治会
藤江今崎野自治会
藤が丘自治会
焼野自治会
コスモ西明石自治会
アルス西明石コースト自治会
新和坂自治会
和坂自治会
中和坂自治会
西明石町連合自治会
西明石東町自治会
旭が丘自治会
鳥羽町内会
アメニティーコート西明石自治会
ハイレジデンス西明石自治会
松の内自治会
旭が丘北自治会
鳥羽野々上自治会
西明石北町自治会
小久保１・３丁目自治会
弁財天町内会
新沢野自治会
沢野西町内会
鳥羽新田町内会
鳥羽宮東自治会
中谷町町内会
中谷山住宅自治会
鳥羽2008自治会
宮前自治会

あけぼの自治会
大久保南自治会
福田自治会
Ｍ’プラザ明石弐番館自治会
サンシティ明石大久保自治会
のじぎく自治会
イーストスクエア自治会
ウエストスクエア団地自治会
下二叉自治会
リベール明石大久保Ⅰ自治会
プレステージ明石大久保Ⅳ自治会
大久保スカイハイツ自治会
グラン・プレステージ明石大久保自治会
ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア自治会
センタースクエア自治会
シャルムシーサイド明石自治会
谷八木自治会
朝陽ケ丘自治会
グラン・プレステージ西明石自治会
グランドシャトー西明石自治会
プレステージ南大久保自治会
奥北野自治会
八木自治会
西八木自治会
藤が丘自治会
ラブリー明石大久保自治会
松陰新田自治会
松陰自治会
堂の上自治会
官舎自治会

森田自治会
大久保町自治会
大久保住吉自治会
中之番自治会
神田自治会
山崎自治会
大久保駅前自治会
三軒茶屋自治会
ピュアハイツ明石大久保自治会
上河原自治会
ローズビレッジWEST自治会
コモンステージ大久保自治会
大窪北市住自治会
大窪南市住自治会
はみが池自治会
五反田自治会
山の下自治会
神明住宅自治会
大窪自治会
檜山自治会
西大窪自治会
明石大窪住宅自治会
ライオンズマンション明石大久保２自治会
西脇自治会
西脇住宅自治会
大久保ダイヤハイツ自治会
大久保南団地自治会
カスケディア自治会
緑が丘自治会
茜一丁目自治会

茜２丁目自治会
大久保第２県住自治会
高丘台住宅自治会
高丘１丁目自治会
高丘２丁目自治会
大久保東第一住宅自治会
大久保東第二団地自治会
高丘３丁目南自治会
高丘４丁目自治会
高丘５丁目北自治会
高丘５丁目南自治会
大久保東第３団地自治会
高丘第５住宅自治会
高丘６丁目東自治会
高丘６丁目南自治会
高丘６丁目西自治会
大久保東第４住宅自治会
高丘７丁目自治会
高岡自治会
高岡ハイムタウン自治会
天郷自治会
片淵自治会
大谷自治会
大窪ケヤキ自治会
しらさぎ自治会
山手台寿自治会
山茶花自治会
山手台１丁目自治会
山手台２丁目自治会
山手台２丁目あおい自治会

山手台３丁目自治会
みどり自治会
県公営山手さゆり自治会
むつみ自治会
高丘７丁目諸池自治会
高丘ヒルズ自治会
江井前自治会
県営明石江井島第２鉄筋住宅自治会
東江井自治会
西江井自治会
東島自治会
菱重自治会
サンシティ明石江井島南自治会
赤根川自治会
大歳自治会
西島自治会
プレステージ明石大久保Ⅴ自治会
リベール明石江井ケ島Ⅰ自治会
ＬＭ明石江井ヶ島自治会
サンシティ明石江井島Ⅰ自治会
サンシティ明石江井島Ⅱ自治会
リベール明石江井ヶ島Ⅱ自治会
エクセランス大久保自治会
ロイヤルアーク明石江井ヶ島自治会
柳井自治会
リベール明石江井ヶ島Ⅲ自治会
ワコーレイノエ江井ケ島フィールズ自治会

松が丘ショップ住宅自治会
県営松が丘自治会
松が丘１丁目個人住宅自治会
松が丘公社住宅自治会
第１松が丘自治会
明舞団地（公団）松が丘自治会
明舞第２センタービル住宅自治会
松が丘３丁目自治会
松が丘北町自治会
明舞団地（公団）松が丘４丁目自治会
明舞南県住自治会
松が丘５丁目あさぎり自治会
松が丘朝霧住宅自治会
松が丘テラス住宅自治会
東山町自治会
パレス朝霧自治会
朝霧北町自治会
大蔵谷奥東山自治会
朝霧台自治会
朝霧山手町自治会
メゾンドール明石山ノ手台自治会
東朝霧丘町内会

中朝霧丘町内会
朝霧町３丁目町内会
大蔵谷清水自治会
朝霧台東自治会
朝霧ハイツ自治会
朝霧町１丁目町内会
朝霧町２丁目自治会
荷山町南自治会
西朝霧丘市住１号棟自治会
西朝霧丘公務員宿舎自治会
明高前自治会
西朝霧丘第５地区自治会
西朝霧丘睦会
西朝霧丘南自治会
北朝会
パレス朝霧ケ丘管理組合自治会
ライオンズマンション朝霧丘第２自治会
セキスイ朝霧ケ丘自治会
北朝霧丘自治会
東野町自治会
ロイヤルコーポ朝霧自治会
太寺１丁目町内会

太寺大野町町内会
太寺２丁目天王町町内会
太寺３丁目町内会
太寺４丁目町内会
東人丸町町内会
赤羽グリーンタウン10団地自治会
明石公務員宿舎自治会
サンヴェール朝霧ケ丘自治会
大蔵八幡町東部町内会
ユニハイツ朝ぎり自治会
大蔵八幡町西部町内会
大蔵町東部町内会
大蔵町西部町内会
大蔵中町町内会
大蔵中町南部町内会
大蔵本町町内会
大蔵天神町町内会
シーサイドパレス明石錦明館自治会
マリンパレス明石自治会
天文町右手塚自治会
天文弓町町内会
天文町忠度町内会

相生町町内会
明石アーバンライフ自治会
天文町１丁目子午線自治会
上ノ丸町内会
山下町町内会
鷹匠町町内会
茶園場町北住宅自治会
明石公園ハイタウン自治会
茶園場町町内会
東仲ノ町町内会
桜町町内会
鍛冶屋町汀会
細工町弁天会
追手町町内会
東本町町内会
本町むつみ会
本町２丁目自治会
ルモン明石公園自治会
ユニライフ明石自治会
西本町自治会

明石地区
普通会費　(敬称略・順不同)

社協会費へのご協力
ありがとうございます

　社会福祉協議会は、全国の市町村に設置されている地域福祉の推進を目的とした福祉団体です。民間組織として
の「自主性」と、明石にお住まいの市民の皆さまや地域福祉に関わる関係者・社会福祉関係団体の皆さまに支えら
れた「公共性」という２つの側面をあわせ持っています。
　市民の伴走者となり、誰もが安心して住み続けることができる地域づくりを目指して、明石市社会福祉協議会は
今年度も多彩な活動を続けます。

地域の福祉活動を応援しています！
◎　認知症カフェ 「ライムカフェ子午線」
　認知症の不安がある方とその家族の方や、認知症に関心のある方の
集いの場である「ライムカフェ子午線」は、令和２年（2020年）11
月から活動を全面再開しました。
　新型コロナウィルス感染症の拡大が一進一退する中で、何とか居場
所を確保したいという思いから、パーテーションやビニールカーテン
の手づくり製作、新型のフェイスシールドを購入するとともに、会場
を広い場所に移し、時間も短縮して再開にこぎつけました。
　これまでのように３部構成（①認知症の学習会、②歌唱・楽器演奏
などのアトラクション、③お茶を飲みながらのおしゃべりや専門家に
よる相談）では行えませんが、制限のある中でも地域住民の居場所と
なるよう活動をしています。

◎　きさきりんどうの会
　きさきりんどうの会では、「ミニケアサロン」、「ふれあい会食」、
未就学児の親子を対象に季節の行事を行う「プーさんファミリー」を
はじめ、歳末期には「ふれあい訪問」、「安否確認のための訪問」な
ども行っています。
　新型コロナウイルス感染症が拡大する前の「ミニケアサロン」では、
地域の高齢の方を対象にスタッフ手づくりの食事を準備し、昼食会や
合唱を楽しみました。また、「プーさんファミリー」では幼稚園や保
育所とも交流するなど、積極的に活動していました。
　コロナ禍においては、赤い羽根共同募金の助成によりパーテーショ
ン等を購入し活動を再開しています。これからも、どのような形であ
っても、活動を継続していきます。

平均年齢70歳以上！
スタッフ24名でがんばっています!!

「プーさんファミリー」の手づくりおもちゃ

あかしの社会福祉（2）令和３年（2021年）４月23日 第109号 あかしの社会福祉 令和３年（2021年）４月23日（3）第109号



大久保地区

西明石地区

社協会員の皆さま

令和２年度（2020年度）中にいただいた会費は、令和３年度（2021年度）の福祉活動に活用します。

社協会費の使いみち ○　地区社会福祉協議会を通じて、ミニケア・ふれあいサロン、助け合い、見守り、
　ふれあい活動などの地域活動の支援
○　市社協の法人事務運営費、理事会・評議員会等の運営費　など

大明石親和会
ユニハイム明石自治会
樽屋町（旧栄町）自治会
樽屋町太平産業自治会
サニーハウス明石自治会
樽屋町自治会
樽美会
日建明石寮自治会
船町自治会
材木町町内会
材木町西部自治会
日冨美町町内会
大観町東町内会
大観町北部町内会
大観町中部町内会
東戎町町内会
港町中央自治会
御幸道町内会
岬町御旅町内会
岬町西部３丁目町内会
岬町西部町内会
旧一番町南部町内会
出崎町自治会
大観町南部町内会
北王子町自治会
西新町１丁目北町内会
西新町１丁目西町内会
西新町１丁目東町内会
西新町１丁目南町内会
王子１・２丁目自治会
大道町自治会
リバーサイドパレス明石自治会
西新町２丁目東部自治会

西新町２丁目中町内会
西新町３丁目東自治会
西新町３丁目南町内会
西新町３丁目新和会
南王子町町内会
南王子町県住自治会
和坂稲荷町自治会
硯町１丁目自治会
硯町自治会
硯町３丁目自治会
明石ダイヤハイツ自治会
田町町内会
新明町自治会
船上新町町内会
船上町自治会
立石１丁目自治会
立石２丁目自治会
プレステージ明石立石自治会
林崎町１丁目自治会
林崎町２丁目自治会
林大東住宅町内会
林大東自治会
林大丁町内会
林獅子投町内会
林若宮町町内会
林中之町町内会
林五蔵町町内会
林２丁目八軒町町内会
林地蔵町町内会
林戎井町内会
林戎之町町内会
林川端町町内会
林高東町内会

林３丁目高中町内会
林高戎町内会
林八黒町町内会
林高西町町内会
林西浜町内会
明石ハウス自治会
明石シーサイドパーク自治会
立石住宅自治会
ハイラーク明石自治会
ピュアハイツ明石自治会
サンラフレ明石自治会
貴崎東団地自治会
貴崎自治会
貴崎団地自治会
貴崎県住自治会
サンハイツ貴崎自治会
グローバル西明石自治会
花園町自治会
ファミールハイツ明石自治会
西明石南町自治会
西明石南鉄道社宅自治会
小久保町内会
小久保南町自治会
割池谷自治会
サバービアシティ21管理組合自治会
林崎町３丁目自治会
東松江町内会
西松江町内会
藤江東地区自治会
別所自治会
東藤江自治会
中藤江自治会
若林自治会

出の上自治会
藤江町内会
藤江西畑自治会
藤江松の本自治会
藤江今崎野自治会
藤が丘自治会
焼野自治会
コスモ西明石自治会
アルス西明石コースト自治会
新和坂自治会
和坂自治会
中和坂自治会
西明石町連合自治会
西明石東町自治会
旭が丘自治会
鳥羽町内会
アメニティーコート西明石自治会
ハイレジデンス西明石自治会
松の内自治会
旭が丘北自治会
鳥羽野々上自治会
西明石北町自治会
小久保１・３丁目自治会
弁財天町内会
新沢野自治会
沢野西町内会
鳥羽新田町内会
鳥羽宮東自治会
中谷町町内会
中谷山住宅自治会
鳥羽2008自治会
宮前自治会

あけぼの自治会
大久保南自治会
福田自治会
Ｍ’プラザ明石弐番館自治会
サンシティ明石大久保自治会
のじぎく自治会
イーストスクエア自治会
ウエストスクエア団地自治会
下二叉自治会
リベール明石大久保Ⅰ自治会
プレステージ明石大久保Ⅳ自治会
大久保スカイハイツ自治会
グラン・プレステージ明石大久保自治会
ロワイヤル明石大久保アーバンスクエア自治会
センタースクエア自治会
シャルムシーサイド明石自治会
谷八木自治会
朝陽ケ丘自治会
グラン・プレステージ西明石自治会
グランドシャトー西明石自治会
プレステージ南大久保自治会
奥北野自治会
八木自治会
西八木自治会
藤が丘自治会
ラブリー明石大久保自治会
松陰新田自治会
松陰自治会
堂の上自治会
官舎自治会

森田自治会
大久保町自治会
大久保住吉自治会
中之番自治会
神田自治会
山崎自治会
大久保駅前自治会
三軒茶屋自治会
ピュアハイツ明石大久保自治会
上河原自治会
ローズビレッジWEST自治会
コモンステージ大久保自治会
大窪北市住自治会
大窪南市住自治会
はみが池自治会
五反田自治会
山の下自治会
神明住宅自治会
大窪自治会
檜山自治会
西大窪自治会
明石大窪住宅自治会
ライオンズマンション明石大久保２自治会
西脇自治会
西脇住宅自治会
大久保ダイヤハイツ自治会
大久保南団地自治会
カスケディア自治会
緑が丘自治会
茜一丁目自治会

茜２丁目自治会
大久保第２県住自治会
高丘台住宅自治会
高丘１丁目自治会
高丘２丁目自治会
大久保東第一住宅自治会
大久保東第二団地自治会
高丘３丁目南自治会
高丘４丁目自治会
高丘５丁目北自治会
高丘５丁目南自治会
大久保東第３団地自治会
高丘第５住宅自治会
高丘６丁目東自治会
高丘６丁目南自治会
高丘６丁目西自治会
大久保東第４住宅自治会
高丘７丁目自治会
高岡自治会
高岡ハイムタウン自治会
天郷自治会
片淵自治会
大谷自治会
大窪ケヤキ自治会
しらさぎ自治会
山手台寿自治会
山茶花自治会
山手台１丁目自治会
山手台２丁目自治会
山手台２丁目あおい自治会

山手台３丁目自治会
みどり自治会
県公営山手さゆり自治会
むつみ自治会
高丘７丁目諸池自治会
高丘ヒルズ自治会
江井前自治会
県営明石江井島第２鉄筋住宅自治会
東江井自治会
西江井自治会
東島自治会
菱重自治会
サンシティ明石江井島南自治会
赤根川自治会
大歳自治会
西島自治会
プレステージ明石大久保Ⅴ自治会
リベール明石江井ケ島Ⅰ自治会
ＬＭ明石江井ヶ島自治会
サンシティ明石江井島Ⅰ自治会
サンシティ明石江井島Ⅱ自治会
リベール明石江井ヶ島Ⅱ自治会
エクセランス大久保自治会
ロイヤルアーク明石江井ヶ島自治会
柳井自治会
リベール明石江井ヶ島Ⅲ自治会
ワコーレイノエ江井ケ島フィールズ自治会

松が丘ショップ住宅自治会
県営松が丘自治会
松が丘１丁目個人住宅自治会
松が丘公社住宅自治会
第１松が丘自治会
明舞団地（公団）松が丘自治会
明舞第２センタービル住宅自治会
松が丘３丁目自治会
松が丘北町自治会
明舞団地（公団）松が丘４丁目自治会
明舞南県住自治会
松が丘５丁目あさぎり自治会
松が丘朝霧住宅自治会
松が丘テラス住宅自治会
東山町自治会
パレス朝霧自治会
朝霧北町自治会
大蔵谷奥東山自治会
朝霧台自治会
朝霧山手町自治会
メゾンドール明石山ノ手台自治会
東朝霧丘町内会

中朝霧丘町内会
朝霧町３丁目町内会
大蔵谷清水自治会
朝霧台東自治会
朝霧ハイツ自治会
朝霧町１丁目町内会
朝霧町２丁目自治会
荷山町南自治会
西朝霧丘市住１号棟自治会
西朝霧丘公務員宿舎自治会
明高前自治会
西朝霧丘第５地区自治会
西朝霧丘睦会
西朝霧丘南自治会
北朝会
パレス朝霧ケ丘管理組合自治会
ライオンズマンション朝霧丘第２自治会
セキスイ朝霧ケ丘自治会
北朝霧丘自治会
東野町自治会
ロイヤルコーポ朝霧自治会
太寺１丁目町内会

太寺大野町町内会
太寺２丁目天王町町内会
太寺３丁目町内会
太寺４丁目町内会
東人丸町町内会
赤羽グリーンタウン10団地自治会
明石公務員宿舎自治会
サンヴェール朝霧ケ丘自治会
大蔵八幡町東部町内会
ユニハイツ朝ぎり自治会
大蔵八幡町西部町内会
大蔵町東部町内会
大蔵町西部町内会
大蔵中町町内会
大蔵中町南部町内会
大蔵本町町内会
大蔵天神町町内会
シーサイドパレス明石錦明館自治会
マリンパレス明石自治会
天文町右手塚自治会
天文弓町町内会
天文町忠度町内会

相生町町内会
明石アーバンライフ自治会
天文町１丁目子午線自治会
上ノ丸町内会
山下町町内会
鷹匠町町内会
茶園場町北住宅自治会
明石公園ハイタウン自治会
茶園場町町内会
東仲ノ町町内会
桜町町内会
鍛冶屋町汀会
細工町弁天会
追手町町内会
東本町町内会
本町むつみ会
本町２丁目自治会
ルモン明石公園自治会
ユニライフ明石自治会
西本町自治会

明石地区
普通会費　(敬称略・順不同)

社協会費へのご協力
ありがとうございます

　社会福祉協議会は、全国の市町村に設置されている地域福祉の推進を目的とした福祉団体です。民間組織として
の「自主性」と、明石にお住まいの市民の皆さまや地域福祉に関わる関係者・社会福祉関係団体の皆さまに支えら
れた「公共性」という２つの側面をあわせ持っています。
　市民の伴走者となり、誰もが安心して住み続けることができる地域づくりを目指して、明石市社会福祉協議会は
今年度も多彩な活動を続けます。

地域の福祉活動を応援しています！
◎　認知症カフェ 「ライムカフェ子午線」
　認知症の不安がある方とその家族の方や、認知症に関心のある方の
集いの場である「ライムカフェ子午線」は、令和２年（2020年）11
月から活動を全面再開しました。
　新型コロナウィルス感染症の拡大が一進一退する中で、何とか居場
所を確保したいという思いから、パーテーションやビニールカーテン
の手づくり製作、新型のフェイスシールドを購入するとともに、会場
を広い場所に移し、時間も短縮して再開にこぎつけました。
　これまでのように３部構成（①認知症の学習会、②歌唱・楽器演奏
などのアトラクション、③お茶を飲みながらのおしゃべりや専門家に
よる相談）では行えませんが、制限のある中でも地域住民の居場所と
なるよう活動をしています。

◎　きさきりんどうの会
　きさきりんどうの会では、「ミニケアサロン」、「ふれあい会食」、
未就学児の親子を対象に季節の行事を行う「プーさんファミリー」を
はじめ、歳末期には「ふれあい訪問」、「安否確認のための訪問」な
ども行っています。
　新型コロナウイルス感染症が拡大する前の「ミニケアサロン」では、
地域の高齢の方を対象にスタッフ手づくりの食事を準備し、昼食会や
合唱を楽しみました。また、「プーさんファミリー」では幼稚園や保
育所とも交流するなど、積極的に活動していました。
　コロナ禍においては、赤い羽根共同募金の助成によりパーテーショ
ン等を購入し活動を再開しています。これからも、どのような形であ
っても、活動を継続していきます。

平均年齢70歳以上！
スタッフ24名でがんばっています!!

「プーさんファミリー」の手づくりおもちゃ

あかしの社会福祉（2）令和３年（2021年）４月23日 第109号 あかしの社会福祉 令和３年（2021年）４月23日（3）第109号



地域総合支援センターより

（4）令和３年（2021年）４月23日 令和３年（2021年）４月23日（5）あかしの社会福祉 第109号 あかしの社会福祉第109号

【団体】(敬称略・順不同) 【個人】
朝霧地区民生児童委員協議会
大蔵地区民生児童委員協議会
錦城地区民生児童委員協議会
衣川地区民生児童委員協議会
望海地区民生児童委員協議会
野々池地区民生児童委員協議会
大久保地区民生児童委員協議会
大久保北地区民生児童委員協議会

江井島地区民生児童委員協議会
高丘地区民生児童委員協議会
魚住東地区民生児童委員協議会
魚住地区民生児童委員協議会
二見地区民生児童委員協議会
花園校区まちづくり協議会
陽だまりの会

岩澤　平勝　様
岩田　洵子　様
魚田　裕美子　様
上住　久美子　様
岡村　哲　様
片山　たづ子　様
小松　光代　様
塩谷　元子　様

宿院　真由美　様
藤田　由紀子　様
安田　裕子　様
安田　雅宏　様
安田　政義　様
𠮷川　義正　様

Alice  Preschool
NPO法人明石錦城の園
NPO法人明石ともしび会
NPO法人明石ともしび会　さくら工房
NPO法人明石ともしび会　ふれあい作業所
NPO法人居場所
NPO法人ウイズアス　タイムケア事業所ほのぼの
NPO法人江井ヶ島作業所
NPO法人おりーむ21
NPO法人かがやき　ステップあっぷ西江井島
NPO法人こぐまくらぶ　明石
NPO法人ぱれっと　地域支援事業所　ぱれっと
NPO法人福祉苑リーベの会にじ作業所

にじ作業所パン工場なないろ
にじの家
レインボーハウス

NPO法人マーチング　みちくさ本舗
NPO法人ミリカ　やまもも支援センター
明石LDを考える会（リトル・ドルフィン）
明石愛老園　養護老人ホーム明石愛老園
明石市視覚障害者福祉協会
明石市肢体不自由児者父母の会
明石市身体障害者福祉協会
明石市難聴者の会
明石市保護司会
明石障がい者地域生活ケアネットワーク（135Eネット事務局）
あかし点訳グループ
明石恵泉福祉会　介護老人保健施設恵泉
明石恵泉保育園
明石ろうあ協会
一般社団法人FRONTIERE　ラ・メール
一般社団法人明石市医師会
一般社団法人明石市歯科医師会
一般社団法人明石市薬剤師会
一般社団法人カレッジ　オフィスカレッジ
一般社団法人なかよし会　なかよし作業所
一般社団法人ななかまど　ワークスペースななかまど
一般社団法人伸楽福祉会　ジョブエル
一般社団法人ピア・フォーラム　ワークス大久保
一般社団法人リーフガーデン　リーフあかし
稲爪保育園
医療法人社団弘成会　ライフ明海
医療法人社団東峰会　スモールステップ
うみの風こども園
エールサポート合同会社　エールサポートクラブ
大久保てっぺん　こども園
大久保保育園
介護老人保健施設エスポアール遙
株式会社　ソワサポート　シズル
株式会社れいわホワイトナイトホールディングス　レホナ明石大久保１号館
金ケ崎北保育園
合資会社みち　ステーションみち
合同会社Onestep　就労継続支援Ｂ型作業所そら
合同会社エス・ステップス　ユア・ステップ
合同会社福祉の家　就労支援　あーち
弘道福祉会　明石二見特別養護老人ホームラガール
弘道福祉会　特別養護老人ホームラガール
さわの第二保育園
社会福祉法人明桜会　あいすくりーむの家

社会福祉法人明桜会　明石市障害者就労・生活支援センターあくと
　明石市立木の根学園たんぽぽ工房
　明石市立木の根学園ひまわり工房
　サポートセンター曙
　サポートセンター貴和
　サポートセンター翔
　サポートセンター双葉
　すたじおぽっち
　相談支援事業所オアシス
　大地の家
　やまゆりの家

社会福祉法人あゆみ会　福里保育園
社会福祉法人すいせい　Ｅｎｔｒｙ
社会福祉法人なすみ保育所　錦が丘小規模園
社会福祉法人博由社　博由園
社会福祉法人友愛の里　特別養護老人ホーム　彩葉

　特別養護老人ホーム友愛園
　養護老人ホーム高岡園

社会福祉法人ゆほびか　ハッピークラフト
　ほほえみ

浄行寺愛児園
スイートキューピット保育園
すえひろ保育園
清華苑養力センター
第２なすみ保育所
第二恵泉保育園
ちゃいるどるーむ天文
長寿院保育園
特定非営利活動法人きぼうの空　にじの空
特定非営利活動法人ピコタン　ヘルパーステーションピコタン
特定非営利活動法人ひまわり　ひまわり就労支援
特別養護老人ホーム明石愛老園
特別養護老人ホームうおずみ
特別養護老人ホームぺーパームーン
特別養護老人ホーム恵泉
なすみ保育所
西明石愛児園
林神社保育園
福田保育園
藤江保育所
太寺保育園
フルーツバスケット保育園
星鈴保育園
明光保育園
明光保育園　王子分園
明光保育園　貴崎分園
明光保育園　大観分園
明舞保育園
恵泉第２特別養護老人ホーム
恵泉第３特別養護老人ホーム
山輝会　ウェルフェア・グランデ明石
ゆたか保育園
連合子ども会育成連絡協議会
老人保健施設あさぎりむつみ荘
わかば保育園
わかば保育園　松陰分園
わかば保育園　ゆりのき分園
和坂こども園
匿名ほか

金ケ崎北自治会
県営金ケ崎住宅自治会
金ケ崎西自治会
長池自治会
青葉台自治会
守池自治会
浜西自治会
清水ケ丘自治会
鈴谷住宅自治会
安政自治会
三菱鈴谷社宅連合自治会
新々田自治会
明石ケ丘自治会
グローバル魚住Ⅱ自治会
リベール明石魚住Ⅴ自治会
新鈴谷社宅自治会
長坂寺自治会
長坂寺北自治会
県住長坂寺自治会
錦が丘１丁目自治会
錦が丘２丁目自治会
錦が丘３丁目自治会
錦が丘４丁目自治会
睦美ガ丘自治会
鴨池自治会
ユニライフ明石魚住自治会

ライオンズマンション明石魚住第３自治会
中尾自治会
浜谷自治会
パレス魚住自治会
西岡自治会
ガーデンハイツ自治会
大見自治会
西岡小林住宅自治会
平池の上自治会
東大溝自治会
八幡自治会
パル明石魚住自治会
アドリーム魚住自治会
サーパス明石自治会
プレステージ明石魚住Ⅱ自治会
中尾北自治会
住吉自治会
魚住南住宅自治会
住吉４丁目自治会
山川自治会
上野自治会
水田自治会
いずみが丘自治会
清水西通り自治会
清水自治会
瀬戸川自治会

土山第一団地自治会
土山第二団地自治会
土山第三団地自治会
清水新田自治会
土山自治会
新小谷自治会
大沢自治会
プルミエール自治会
グラン・プレステージ明石西自治会
清水高層自治会
プレステージ明石魚住Ⅲ自治会
サーパス明石土山自治会
明石清水第二高層自治会
寺山自治会
ロワイヤル明石西レイクビュー自治会
west hills（ウエストヒルズ）自治会
福里自治会
明石二見ハイツ管理組合
二見北小前自治会
サンハイツ土山自治会
土山駅前スカイハイツ自治会
岡の上自治会
明石ベルタウン自治会
小林住宅東二見自治会
朝日プラザエルステージ明石自治会
ウエステージ明石自治会

コスモス自治会
東二見第３高層住宅自治会
グランプレステージ明石魚住自治会
東の町自治会
仲の町自治会
北の町自治会
原の町自治会
西の町自治会
西二見自治会
宮北自治会
東二見教職員公舎自治会
西二見県住自治会
ライオンズマンション明石二見自治会
宮の前自治会
地蔵町自治会
上西二見自治会
今池自治会
東二見河原自治会
ビレッジハウス東二見自治会
駅北自治会
淡野県住自治会
ライオンズマンション明石東二見自治会
二見西学園前自治会
西二見西自治会
小池市住２号棟自治会
西二見更池自治会

魚住・二見地区

特別賛助会費

施設団体会費

問合せ　企画経営係　☎924-9105　FAX924-9109

あさぎり・おおくら ☎915-0091 FAX 915-0092　　おおくぼ ☎934-8986 FAX 934-8987
きんじょう・きぬがわ ☎915-2631 FAX 915-2632　　うおずみ ☎948-5081 FAX 948-5082
に　し　あ　か　し ☎924-9113 FAX 925-2799　　ふ た み ☎945-3170 FAX 945-3171

広がっている！

地域支え合いの輪

「のじぎく賞」の表彰を受けました おおくぼ総合支援センター　３月11日

　踏切付近で涙を流されている人を偶然に見かけ、とっ
さの判断で声をかけたことにより人命救助につながっ
たとして、おおくぼ総合支援センターの職員３人が明石
警察署長より、県の善行賞「のじぎく賞」の表彰を受けま
した。
　これからも地域総合支援センターは、地域のみなさん
の伴走者としてサポートしていきます。

おおくぼ総合支援センター
　石田 生活支援コーディネーター（写真左から２人目）、
　豊原 社会福祉士（写真中央）、
　山西 生活支援コーディネーター（写真左から４人目）

【問合せ】地域総合支援センター

　コロナ禍での地域住民による活動事例集が完成しました。地域
の団体の活動をはじめ、様々な地域の取り組みを取材しています。
　この事例集は明石市社協のホームページでダウンロードするこ
とができます。くわしくは、お近くの地域総合支援センターまで
お問い合わせください♪

実感！明石の支え愛
～ withコロナでの活動事例集 ～

地域総合支援センター
ホームページ

毎月の廃品回収日が
サロンに！

（コスモス自治会）（二見北小学校区）

　令和２年（2020年）から日曜日の
廃品回収後に集会場で茶話会を始め
たところ、参加者から「サロンが始
まるまで何もすることがなかったが、
人と話ができることで気持ちも発散
できるようになった」、「情報交換
もできてありがたい」と笑顔がこぼ
れました。

「向こう三軒両隣♬
コロナに負けない」

（桜町町内会）（明石小学校区）

　高齢者、子育て中の親子や障がい
者が地域で孤立することなく、安心
して暮らせる地域づくりを目指し、
桜町の住民が交流できる場が令和２
年（2020年）に開設されました。
　新型コロナウイルス感染予防のた
め、一時中断となりましたが、「と
もかく顔を会わせることが大切」と、
検温・消毒・マスクの着用を徹底し、
座席間隔をメジャーで測り、対面は
避ける等様々な対策を講じ、同年７
月に再開しました。



地域総合支援センターより

（4）令和３年（2021年）４月23日 令和３年（2021年）４月23日（5）あかしの社会福祉 第109号 あかしの社会福祉第109号

【団体】(敬称略・順不同) 【個人】
朝霧地区民生児童委員協議会
大蔵地区民生児童委員協議会
錦城地区民生児童委員協議会
衣川地区民生児童委員協議会
望海地区民生児童委員協議会
野々池地区民生児童委員協議会
大久保地区民生児童委員協議会
大久保北地区民生児童委員協議会

江井島地区民生児童委員協議会
高丘地区民生児童委員協議会
魚住東地区民生児童委員協議会
魚住地区民生児童委員協議会
二見地区民生児童委員協議会
花園校区まちづくり協議会
陽だまりの会

岩澤　平勝　様
岩田　洵子　様
魚田　裕美子　様
上住　久美子　様
岡村　哲　様
片山　たづ子　様
小松　光代　様
塩谷　元子　様

宿院　真由美　様
藤田　由紀子　様
安田　裕子　様
安田　雅宏　様
安田　政義　様
𠮷川　義正　様

Alice  Preschool
NPO法人明石錦城の園
NPO法人明石ともしび会
NPO法人明石ともしび会　さくら工房
NPO法人明石ともしび会　ふれあい作業所
NPO法人居場所
NPO法人ウイズアス　タイムケア事業所ほのぼの
NPO法人江井ヶ島作業所
NPO法人おりーむ21
NPO法人かがやき　ステップあっぷ西江井島
NPO法人こぐまくらぶ　明石
NPO法人ぱれっと　地域支援事業所　ぱれっと
NPO法人福祉苑リーベの会にじ作業所

にじ作業所パン工場なないろ
にじの家
レインボーハウス

NPO法人マーチング　みちくさ本舗
NPO法人ミリカ　やまもも支援センター
明石LDを考える会（リトル・ドルフィン）
明石愛老園　養護老人ホーム明石愛老園
明石市視覚障害者福祉協会
明石市肢体不自由児者父母の会
明石市身体障害者福祉協会
明石市難聴者の会
明石市保護司会
明石障がい者地域生活ケアネットワーク（135Eネット事務局）
あかし点訳グループ
明石恵泉福祉会　介護老人保健施設恵泉
明石恵泉保育園
明石ろうあ協会
一般社団法人FRONTIERE　ラ・メール
一般社団法人明石市医師会
一般社団法人明石市歯科医師会
一般社団法人明石市薬剤師会
一般社団法人カレッジ　オフィスカレッジ
一般社団法人なかよし会　なかよし作業所
一般社団法人ななかまど　ワークスペースななかまど
一般社団法人伸楽福祉会　ジョブエル
一般社団法人ピア・フォーラム　ワークス大久保
一般社団法人リーフガーデン　リーフあかし
稲爪保育園
医療法人社団弘成会　ライフ明海
医療法人社団東峰会　スモールステップ
うみの風こども園
エールサポート合同会社　エールサポートクラブ
大久保てっぺん　こども園
大久保保育園
介護老人保健施設エスポアール遙
株式会社　ソワサポート　シズル
株式会社れいわホワイトナイトホールディングス　レホナ明石大久保１号館
金ケ崎北保育園
合資会社みち　ステーションみち
合同会社Onestep　就労継続支援Ｂ型作業所そら
合同会社エス・ステップス　ユア・ステップ
合同会社福祉の家　就労支援　あーち
弘道福祉会　明石二見特別養護老人ホームラガール
弘道福祉会　特別養護老人ホームラガール
さわの第二保育園
社会福祉法人明桜会　あいすくりーむの家

社会福祉法人明桜会　明石市障害者就労・生活支援センターあくと
　明石市立木の根学園たんぽぽ工房
　明石市立木の根学園ひまわり工房
　サポートセンター曙
　サポートセンター貴和
　サポートセンター翔
　サポートセンター双葉
　すたじおぽっち
　相談支援事業所オアシス
　大地の家
　やまゆりの家

社会福祉法人あゆみ会　福里保育園
社会福祉法人すいせい　Ｅｎｔｒｙ
社会福祉法人なすみ保育所　錦が丘小規模園
社会福祉法人博由社　博由園
社会福祉法人友愛の里　特別養護老人ホーム　彩葉

　特別養護老人ホーム友愛園
　養護老人ホーム高岡園

社会福祉法人ゆほびか　ハッピークラフト
　ほほえみ

浄行寺愛児園
スイートキューピット保育園
すえひろ保育園
清華苑養力センター
第２なすみ保育所
第二恵泉保育園
ちゃいるどるーむ天文
長寿院保育園
特定非営利活動法人きぼうの空　にじの空
特定非営利活動法人ピコタン　ヘルパーステーションピコタン
特定非営利活動法人ひまわり　ひまわり就労支援
特別養護老人ホーム明石愛老園
特別養護老人ホームうおずみ
特別養護老人ホームぺーパームーン
特別養護老人ホーム恵泉
なすみ保育所
西明石愛児園
林神社保育園
福田保育園
藤江保育所
太寺保育園
フルーツバスケット保育園
星鈴保育園
明光保育園
明光保育園　王子分園
明光保育園　貴崎分園
明光保育園　大観分園
明舞保育園
恵泉第２特別養護老人ホーム
恵泉第３特別養護老人ホーム
山輝会　ウェルフェア・グランデ明石
ゆたか保育園
連合子ども会育成連絡協議会
老人保健施設あさぎりむつみ荘
わかば保育園
わかば保育園　松陰分園
わかば保育園　ゆりのき分園
和坂こども園
匿名ほか

金ケ崎北自治会
県営金ケ崎住宅自治会
金ケ崎西自治会
長池自治会
青葉台自治会
守池自治会
浜西自治会
清水ケ丘自治会
鈴谷住宅自治会
安政自治会
三菱鈴谷社宅連合自治会
新々田自治会
明石ケ丘自治会
グローバル魚住Ⅱ自治会
リベール明石魚住Ⅴ自治会
新鈴谷社宅自治会
長坂寺自治会
長坂寺北自治会
県住長坂寺自治会
錦が丘１丁目自治会
錦が丘２丁目自治会
錦が丘３丁目自治会
錦が丘４丁目自治会
睦美ガ丘自治会
鴨池自治会
ユニライフ明石魚住自治会

ライオンズマンション明石魚住第３自治会
中尾自治会
浜谷自治会
パレス魚住自治会
西岡自治会
ガーデンハイツ自治会
大見自治会
西岡小林住宅自治会
平池の上自治会
東大溝自治会
八幡自治会
パル明石魚住自治会
アドリーム魚住自治会
サーパス明石自治会
プレステージ明石魚住Ⅱ自治会
中尾北自治会
住吉自治会
魚住南住宅自治会
住吉４丁目自治会
山川自治会
上野自治会
水田自治会
いずみが丘自治会
清水西通り自治会
清水自治会
瀬戸川自治会

土山第一団地自治会
土山第二団地自治会
土山第三団地自治会
清水新田自治会
土山自治会
新小谷自治会
大沢自治会
プルミエール自治会
グラン・プレステージ明石西自治会
清水高層自治会
プレステージ明石魚住Ⅲ自治会
サーパス明石土山自治会
明石清水第二高層自治会
寺山自治会
ロワイヤル明石西レイクビュー自治会
west hills（ウエストヒルズ）自治会
福里自治会
明石二見ハイツ管理組合
二見北小前自治会
サンハイツ土山自治会
土山駅前スカイハイツ自治会
岡の上自治会
明石ベルタウン自治会
小林住宅東二見自治会
朝日プラザエルステージ明石自治会
ウエステージ明石自治会

コスモス自治会
東二見第３高層住宅自治会
グランプレステージ明石魚住自治会
東の町自治会
仲の町自治会
北の町自治会
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宮の前自治会
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今池自治会
東二見河原自治会
ビレッジハウス東二見自治会
駅北自治会
淡野県住自治会
ライオンズマンション明石東二見自治会
二見西学園前自治会
西二見西自治会
小池市住２号棟自治会
西二見更池自治会

魚住・二見地区

特別賛助会費

施設団体会費

問合せ　企画経営係　☎924-9105　FAX924-9109

あさぎり・おおくら ☎915-0091 FAX 915-0092　　おおくぼ ☎934-8986 FAX 934-8987
きんじょう・きぬがわ ☎915-2631 FAX 915-2632　　うおずみ ☎948-5081 FAX 948-5082
に　し　あ　か　し ☎924-9113 FAX 925-2799　　ふ た み ☎945-3170 FAX 945-3171

広がっている！

地域支え合いの輪

「のじぎく賞」の表彰を受けました おおくぼ総合支援センター　３月11日

　踏切付近で涙を流されている人を偶然に見かけ、とっ
さの判断で声をかけたことにより人命救助につながっ
たとして、おおくぼ総合支援センターの職員３人が明石
警察署長より、県の善行賞「のじぎく賞」の表彰を受けま
した。
　これからも地域総合支援センターは、地域のみなさん
の伴走者としてサポートしていきます。

おおくぼ総合支援センター
　石田 生活支援コーディネーター（写真左から２人目）、
　豊原 社会福祉士（写真中央）、
　山西 生活支援コーディネーター（写真左から４人目）

【問合せ】地域総合支援センター

　コロナ禍での地域住民による活動事例集が完成しました。地域
の団体の活動をはじめ、様々な地域の取り組みを取材しています。
　この事例集は明石市社協のホームページでダウンロードするこ
とができます。くわしくは、お近くの地域総合支援センターまで
お問い合わせください♪

実感！明石の支え愛
～ withコロナでの活動事例集 ～

地域総合支援センター
ホームページ

毎月の廃品回収日が
サロンに！

（コスモス自治会）（二見北小学校区）

　令和２年（2020年）から日曜日の
廃品回収後に集会場で茶話会を始め
たところ、参加者から「サロンが始
まるまで何もすることがなかったが、
人と話ができることで気持ちも発散
できるようになった」、「情報交換
もできてありがたい」と笑顔がこぼ
れました。

「向こう三軒両隣♬
コロナに負けない」

（桜町町内会）（明石小学校区）

　高齢者、子育て中の親子や障がい
者が地域で孤立することなく、安心
して暮らせる地域づくりを目指し、
桜町の住民が交流できる場が令和２
年（2020年）に開設されました。
　新型コロナウイルス感染予防のた
め、一時中断となりましたが、「と
もかく顔を会わせることが大切」と、
検温・消毒・マスクの着用を徹底し、
座席間隔をメジャーで測り、対面は
避ける等様々な対策を講じ、同年７
月に再開しました。



【問合せ】明石市後見支援センター　☎924－9151  FAX924－9134

明石市後見支援センターより

共に支え
合う「伴走者」として

「市民後見
人」の活動

障がいがあっても、なくても
　すべてのこども達がしあわせに
　　　　　暮らせる明石を目指して

しゃかい

10,000人メッセージプロジェクト
メッセージ動画公開中!!

　「ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）」
の実現に向けて10,000人を目標とした啓発リレー
メッセージを募集しています。

YouTube
配信中！

　「一堂に会さなくても交流でき
る！」をテーマに、11団体がリモ
ート予選で得点を競い合い、決勝
戦を総合福祉センター新館で開催
しました。
　優勝は「こぐまくらぶ明石ウエ
スト」（写真右の前列）、準優勝
は「にじ作業所」（同写真の後
列）の皆さまです。おめでとうご
ざいます！

　ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さ
まが、手縫いして作られた約100枚の雑巾を特定非営
利活動法人明石障がい者地域生活ケアネットワーク
（１３５Ｅネット）事務局様へ寄贈しました。
　心をこめて手縫いされた雑巾は手になじみがよく、
「毎年大好評で、受けとった作業所のみんなが喜んで
使っています」と、感謝の言葉をいただきました。

【問合せ】 明石市地域自立支援協議会 こども部会 事務局（明石市基幹相談支援センター）
　　　　　　　　　　☎ ９２４－９１５５　ＦＡＸ ９２４－９１３４

◎ ご利用者の伴走者として

◎ 新たな市民後見人の伴走者として

　市民後見人の西海さん（写真右）と松岡さん（写真
左）。養成講座同期としてのコンビネーションの良さ
を生かし、ご夫婦（写真中央）の支援に携わっています。

市民後見人として、学びを養成講座受講生へ
還元していくことも大きな役割！

【泉房穂市長よりメッセージ】
　後見制度は担い手のすそ野を広
げていく必要があります。
　地域で支え合うことが後見制度
の本来の姿です。

第３期「市民後見人養成講座」修了式にて ▲

▲「市民後見人養成講座」にて

　成年後見制度の啓発活動に携わる市民後見人の直井
さん（写真左）と南さん（写真右）。
　新たな市民後見人８人（第３期養成講座修了生）へ
「後見基金とともに持続可能な支え合いの社会を一緒
に創っていきましょう！」とエールを贈りました。

★「成年後見制度」とは
　物事を判断する能力が十分ではなく、自分の権利や財産を守ることが困難な方に対して、後見人等の支援者
を選ぶことで、ご本人の権利や大切な財産を守り、自分らしい暮らしができるように支える制度です。
　「市民後見人」は、市民が後見人等となり、市民の立場から本人が望む暮らしを支えていく、新たな担い手です。

★「後見基金」とは
　ある市民の方から「明石の街で誰もが安心して
後見制度を利用できますよう」と遺贈（寄付）い
ただいたことをきっかけに、平成30年（2018
年）に明石市社会福祉協議会で創設しました。
　後見基金は、後見制度の普及啓発、市民後見人
の養成や活動の助成などに役立てられています。

～ 幸せの遣い ～

こうけんくん
後見基金マスコット

売上は後見基金に寄付されます

寄付つき商品第２号
♪「市民後見人と創る自立と共生の社会」♪
被後見人と市民後見人も参加して創っ
た曲です。

検　索明石市地域自立支援協議会

「ラダーゲッター」とは？
　ハシゴ状の枠（ラダー）に
ボールを投げて得点を競い合
うニュースポーツです。

2020　団体対抗！「ラダーゲッター」記録大会決勝
　　　　　　　　　　　　　　明石市立総合福祉センター 新館 ３月10日

ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さまが手縫雑巾を寄付

令和２年度 赤い羽根共同募金運動　　へのご協力ありがとうございました

　令和２年度（2020年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡大の中でも、衛生面・
安全面を徹底したうえで、地域の皆さまのご協力のもと実施することができました。
　赤い羽根共同募金運動は、住民同士が支え合う地域づくりの伴走者として、ボランテ
ィアグループ、団体・施設やコロナ禍における新たな支援活動を行う皆さまを応援して
いきます。これからも皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和２年度実績　合 計　19,077,626円
（内訳）赤い羽根共同募金　　 16,603,128円
　　　　歳末たすけあい募金　　2,474,498円

（6）令和３年（2021年）４月23日 令和３年（2021年）４月23日（7）あかしの社会福祉 第109号 あかしの社会福祉第109号
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の実現に向けて10,000人を目標とした啓発リレー
メッセージを募集しています。
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ート予選で得点を競い合い、決勝
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は「にじ作業所」（同写真の後
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　ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さ
まが、手縫いして作られた約100枚の雑巾を特定非営
利活動法人明石障がい者地域生活ケアネットワーク
（１３５Ｅネット）事務局様へ寄贈しました。
　心をこめて手縫いされた雑巾は手になじみがよく、
「毎年大好評で、受けとった作業所のみんなが喜んで
使っています」と、感謝の言葉をいただきました。
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◎ 新たな市民後見人の伴走者として

　市民後見人の西海さん（写真右）と松岡さん（写真
左）。養成講座同期としてのコンビネーションの良さ
を生かし、ご夫婦（写真中央）の支援に携わっています。

市民後見人として、学びを養成講座受講生へ
還元していくことも大きな役割！

【泉房穂市長よりメッセージ】
　後見制度は担い手のすそ野を広
げていく必要があります。
　地域で支え合うことが後見制度
の本来の姿です。

第３期「市民後見人養成講座」修了式にて ▲

▲「市民後見人養成講座」にて

　成年後見制度の啓発活動に携わる市民後見人の直井
さん（写真左）と南さん（写真右）。
　新たな市民後見人８人（第３期養成講座修了生）へ
「後見基金とともに持続可能な支え合いの社会を一緒
に創っていきましょう！」とエールを贈りました。

★「成年後見制度」とは
　物事を判断する能力が十分ではなく、自分の権利や財産を守ることが困難な方に対して、後見人等の支援者
を選ぶことで、ご本人の権利や大切な財産を守り、自分らしい暮らしができるように支える制度です。
　「市民後見人」は、市民が後見人等となり、市民の立場から本人が望む暮らしを支えていく、新たな担い手です。

★「後見基金」とは
　ある市民の方から「明石の街で誰もが安心して
後見制度を利用できますよう」と遺贈（寄付）い
ただいたことをきっかけに、平成30年（2018
年）に明石市社会福祉協議会で創設しました。
　後見基金は、後見制度の普及啓発、市民後見人
の養成や活動の助成などに役立てられています。

～ 幸せの遣い ～

こうけんくん
後見基金マスコット

売上は後見基金に寄付されます

寄付つき商品第２号
♪「市民後見人と創る自立と共生の社会」♪
被後見人と市民後見人も参加して創っ
た曲です。

検　索明石市地域自立支援協議会

「ラダーゲッター」とは？
　ハシゴ状の枠（ラダー）に
ボールを投げて得点を競い合
うニュースポーツです。

2020　団体対抗！「ラダーゲッター」記録大会決勝
　　　　　　　　　　　　　　明石市立総合福祉センター 新館 ３月10日

ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さまが手縫雑巾を寄付

令和２年度 赤い羽根共同募金運動　　へのご協力ありがとうございました

　令和２年度（2020年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡大の中でも、衛生面・
安全面を徹底したうえで、地域の皆さまのご協力のもと実施することができました。
　赤い羽根共同募金運動は、住民同士が支え合う地域づくりの伴走者として、ボランテ
ィアグループ、団体・施設やコロナ禍における新たな支援活動を行う皆さまを応援して
いきます。これからも皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和２年度実績　合 計　19,077,626円
（内訳）赤い羽根共同募金　　 16,603,128円
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（6）令和３年（2021年）４月23日 令和３年（2021年）４月23日（7）あかしの社会福祉 第109号 あかしの社会福祉第109号



あかしの社会福祉（8）令和３年（2021年）４月23日 第109号

各総合支援センター、市民センター、サービスコーナー、コミュニティセンター等にも置いています。ホームページからもご覧いただけます。

◎本紙における全ての写真は、撮影直前までマスクの着用等感染防止策を徹底し、会話も控えていただいた状態で撮影しています。
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検　索明石市社会福祉協議会

★広報紙をご入用の方はお気軽に
明石市社会福祉協議会 法人運営課  ☎924－9105  FAX 924－9109 までご連絡ください。

この広報紙は　　　　の配分金の一部を活用しています。

あなたのまちの
幸せのために

赤い羽根
共同募金

編集・発行

社会福祉法人
明石市社会福祉協議会
〒673-0037
明石市貴崎1丁目5番13号
明石市立総合福祉センター内
TEL（078）924-9105 FAX（078）924-9109
https://www.akashi-shakyo.jp/
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社協会員の皆さま　社協会費へのご協力ありがとうございます 
地域総合支援センターより・「のじぎく賞」の表彰を受けました
明石市後見支援センターより
10,000人メッセージプロジェクト・ラダーゲッター記録大会決勝・
　　　　ふれあいプラザあかし西事務局ボランティアの皆さまが手縫雑巾を寄付・赤い羽根共同募金運動
あかし社協情報アラカルト・作品大募集！

Ｐ２～Ｐ４
Ｐ５
Ｐ６

Ｐ７
Ｐ８

募集内容　・「物語」・「エピソード」部門
　　　　　・「俳句」・「短歌」・「川柳」・「詩・ポエム」部門
　　　　　・「写真」・「絵画」部門（Ａ２サイズ以下）
　　　　　※本人が制作・撮影した未発表の作品。
　　　　　★作品の題名と投稿の理由を添えてご応募ください。

応募〆切　令和３年（2021年）5月14日（金）消印有効
応募方法　氏名・住所・電話番号を添えて郵送、メールまたは持参で
　　　　　下記まで提出してください。
　　　　　（メール）daihyo@akashi-shakyo.jp
入賞発表　第110号（令和３年（2021年）7月発行予定）で発表します。
　　　　　★入賞作品を紙面に掲載させていただくとともに、記念と
　　　　　してポールペンをプレゼントいたします！

（郵　送）〒673-0037
　　　　　明石市貴崎１丁目５番13号
社会福祉法人
明石市社会福祉協議会
法人運営課　企画経営係　宛

◀応募の際に切り取ってご利用ください。
✂

✂

キ　リ　ト　リ

キ
　
リ
　
ト
　
リ

作品大募集！

※応募いただいた作品は返却しません。（返却が必要な場合は、応募時にお知らせください。）
※入賞者にのみ連絡します。
※郵送時の事故による作品の破損等の責任は負いかねます。
※郵送料金は応募者の負担となります。
※ご提供いただいた個人情報については本企画の利用目的以外の目的では利用しません。

【問合せ】企画経営係☎924-9105  FAX 924-9109

テーマ『わたしの中のオリンピック・パラリンピック』

地域で支え合う制度にしていこう！

８人が「市民後見人養成講座」を修了しました
市民後見人は、成年後見制度を利用する皆さんの「伴走者」として

「支え合う社会」の実現を目指していきます！
くわしくは、６ページでご紹介します。

　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に資金の貸付けの受付を、令和３年
（2021年）６月末まで兵庫県社会福祉協議会が主体となり実施しています。まずは、お問い合わせください。
　　　　　　　※　ご来所の際は、３密を避けるため、ご予約のうえお越しくださいますようお願いいたします。
　　　　　　　　　　　【問合せ】企画経営係 生活福祉資金貸付担当
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９
　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）９時00分～17時00分

①寄り添いボランティア（全３回）
　精神障がいの理解を深め、受講後は精神障がい者が憩うサロン等
のボランティアとして活動します。
日時：令和３年（2021年）５月26日、６月２日、９日
　　　（毎週水曜日　10時00分～12時00分)
会場：明石市立総合福祉センター　大会議室
※５月６日（木）９時00分から申込開始予定
②朗読（音声訳）ボランティア（全10回）
　視覚障がいの理解を深め、音声による情報を提供するための基本
的な技術を習得し、視覚障がい者の社会参加と自立を支援します。
養成講座終了後の活動日は主に月曜日です。（簡単なワード程度の
パソコン操作ができる方が対象）
日時：令和３年（2021年）６月７日、14日、21日、28日
　　　７月５日、12日、19日、26日、８月２日、23日
　　　（各月曜日　13時00分～15時00分）
会場：明石市立総合福祉センター　社会適応訓練室
※５月６日（木）９時00分から申込開始予定
③体を動かして楽しくボランティアしてみよう♪（全１回）
　楽しく、仲良く、踊り、唄いながら笑顔と元気をわけ合う「盆踊
り」を一緒に広めていきませんか？地域のお祭りや施設での交流を
とおして楽しみましょう。
日時：令和３年（2021年）７月１日又は15日のいずれか１日を
　　　お選びください。（木曜日　13時30分～14時30分）
会場：あさぎり福祉センター
※６月１日（火）９時00分から申込開始予定

■ 法律専門相談（要予約）
　弁護士・司法書士の法律職が成年後見、財産管理、遺言な
どの権利擁護に関する相談に応じます（相談時間は45分程
度）。
【日時】毎週木曜日 13時30分～15時30分
　　　　● 司法書士…第１・３木曜日
　　　　● 弁 護 士…第２・４木曜日
【問合せ】明石市後見支援センター
　　　　　☎924-9151 FAX924-9134

■ 福祉機器リサイクル事業のご案内
　家庭で不要となった車いす・電動ベッドな
どの福祉機器を提供していただいて、ボラン
ティアが点検整備のうえ必要な方に無料でお
譲りしています。

【問合せ】在宅福祉係 ☎924-9105 FAX924-9109

■ ボランティア相談
　“私らしいボランティアの第一歩”を応援！
　一緒にあなたの“やってみたい”を丁寧にサポートします。
　まずはご連絡ください！
【問合せ】明石市ボランティアセンター
　　　　　☎ 924-9105 FAX 924-9109
★　市内２か所で定期相談も行っています！ 
　　ボランティアサポーター相談窓口
　▶笑くぼ西明石（コープ西明石２階）
　　毎月第３水曜日　10時00分～11時30分
　▶魚住市民センター２階
　　毎月第２水曜日　13時30分～15時00分
【問合せ】地域福祉係 ☎ 924-9105 FAX 924-9109

あかし社協情報アラカルト

募　集

明石市立総合福祉センター　開催予定のイベント

■ ボランティア養成講座
対象：講座終了後、ボランティア活動ができる市内在住・在勤の人
費用：無料（ボランティア保険未加入の方のみ500円）

※　申込み方法などの詳細は１か月前から明石市社協のホームペー
　ジでご確認いただけます。
※　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、延期や内容変更
　等を行う場合がありますのでご了承ください。
【問合せ】地域福祉係　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９

■６月　卓球バレー交流大会　　　　どなたでも参加できます。
■７月　にこにこ粋・生き（いきいき）健康教室
　　　　　高齢者・障がい者対象の身体の調子を整える教室です。
　　　　こども水泳教室
　　　　　障がいのあるこどもたち対象の水泳指導です。
■８月　ボッチャ交流大会　　　　どなたでも参加できます。

新館

新館

本館

本館
新館
本館

★イベントの申込み時期や詳細は、明石市立総合福祉センターへ
お問い合わせください。
【問合せ】明石市立総合福祉センター　　　  ☎918-5660 FAX918-5661
　　　　　明石市立総合福祉センター　　　  ☎927-1125 FAX927-1126

生活福祉資金の「新型コロナウイルス特例貸付」を
令和３年（2021年）６月末まで受付します


