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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。
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★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。
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◎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。
◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業やイベントが中止・変更になることがあります。事前にお問い合わせください。
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～明石のまちを良くするしくみ～

赤い羽根共同募金
10月１日スタート!!

体を動かして楽しくボランティアしてみよう！
　楽しく、仲良く、唄いながら笑顔と元気をわかち合える踊
りを一緒に広めていきませんか。受講後はボランティアグル
ープで施設や地域のお祭りでの交流を楽しみましょう。
日　時：令和３年11月25日（木）、12月９日（木）
　　　　13時30分～15時00分　全２回
場　所：あさぎり福祉センター
対　象：講座修了後、ボランティア活動ができる市内在住・
　　　　在勤の方
募集人数：30名
申込み：11月18日（木）まで電話にて受付（先着順）
【問合せ】地域福祉係　☎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30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30分
【問合せ】地域福祉係 ☎ 924-9105 FAX 924-9109

　介助が必要な人の外出、病気やけが
などで一時的に車いすが必要な人の生
活を支援するため、明石市立総合福祉
センターやコミュニティ・センターな
どの地域の貸出ステーションで、短期の無料貸出を行ってい
ます。新型コロナウイルスワクチンの接種会場までの介助に
も、ぜひご利用ください。
・貸出期間：明石市立総合福祉センター … ３か月
　　　　　　地域の貸出ステーション　 … ２週間
【問合せ】在宅福祉係 ☎924-9105 FAX924-9109

　令和３年10月30日（土）開催予定の「総合福祉センター交流フェア」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
延期します。今後の開催日につきましては、明石市立総合福祉センターホームページをご確認ください。

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　　　イベント

■ ボランティア養成講座

※　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。

■ にこにこ粋・生き健康教室（しなやかな体づくり）
日時：令和３年11月27日（土）14時00分～15時30分
対象：市内在住 障害者手帳をお持ちの方、又は 60歳以上の方
※10月27日（水）９時00分より申込開始（先着順）

本館

本館

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11月末まで受付します

◎　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業やイベントが中止・変更になることがあります。
　　事前に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

車いす貸出
ステーション

貸出ステーション

　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とした資金の特例貸付を、令和３年11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。
　　　　　　　　　　　【問合せ】企画経営係 生活福祉資金貸付担当
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９
　　　　　　　　　　　　　　　　　 daihyo@akashi-shakyo.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）９時00分～17時00分
　　　　　　　※　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。

■ 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

明石市立総合福祉センターよりお知らせ

【問合せ】明石市立総合福祉センター　☎918-5660　FAX918-5661

コロナ禍の影響などで、厳しい状況におかれたみなさまに
食料品を提供しています。ぜひ、ご利用ください！！

◎ 食料品のご寄付をいただける
 　場合もご連絡ください。

【問合せ】企画経営係
☎924-9105　FAX924-9109

令和3年
 2021年
10 月

赤い羽根共同募金　くわしくは ２・３ページ へ

▶募集職種
【正規職員】
○ 保健師または看護師
○ 主任介護支援専門員
○ 社会福祉士

▶採用日
　令和４年１月24日（※応相談）
　又は、４月１日付け
▶募集人数
　各職種若干名
▶試験日　令和３年11月13日（土）
※正規職員は、28日（日）に２次試験を実施します。
▶場　所　明石市立総合福祉センター

【契約職員】
○ 主任介護支援専門員
○ 介護支援専門員
○ 社会福祉士
○ 精神保健福祉士

■ 明石市社会福祉協議会 職員募集 ■ ▶申込み　11月４日（木）までに、企画経営係
　　　　　（明石市立総合福祉センター２階）へ
　　　　　持参（郵送は同日必着）
▶問合せ　企画経営係　☎924-9105　FAX924-9109
　　　　　　daihyo@akashi-shakyo.jp



ありがとうメッセージ

明石のまちを良くするしくみ

赤い羽根共同募金
運動期間　令和３年（2021年）10月１日～12月31日
　赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金は、明石に住むすべての地域住民、高齢の方・障がいのある方・子どもたち
のために使われます。

赤い羽根共同募金の使いみち

　住民参加による福祉活動を行うため、市内22地区
で地区社会福祉協議会(地区社協)を組織しています。
それぞれ地区社協が主体となって行う地域福祉活動を
支援します。
 （例）福祉体験会、ボランティア団体助成、ふれあい会食、
　　　 障がい者交流など

　連合まちづくり協議会、高年クラブ連合会の活動を
支援します。

　市内で活動する福祉団体・ボランティアグループ、
自治会・町内会、福祉施設などが行う事業や備品の
購入などに対して、費用の一部を助成します。広く
公平に共同募金による支援が行き渡るようにすると
ともに、地域のつながりづくりや支え合いの促進を
図ることを目的に実施します。
※助成については、地域の代表者により構成されて
いる募金等配分検討委員会において、審議し決定し
ます。

・明石市社会福祉協議会の広報
紙「あかしの社会福祉」の発
行やホームページ運営を行い、
市民にとって必要な福祉情報
を届けます。
・ボランティア活動に係る広報
活動に活用します。

高齢者福祉活動事業

・民生児童委員協議会の活動支援　　
　　地域福祉を推進するうえで欠かすことのできない
民生児童委員協議会の活動支援を行います。

・更生保護の推進　　
　　更生保護を目的とした保護司会や更生保護女性会、
社会を明るくする運動などの活動を支援します。

住民福祉活動事業

　障がい者支援施設や当事者
の会の活動を支援します。

障がい児・者福祉活動事業

　明石市連合こども会育成連
絡協議会、明石乳児院、民間
保育施設が実施する事業や遊
具の購入などの費用の一部を
助成します。

児童・青少年福祉活動事業

学校での啓発活動の様子

「夢広場うおずみ」さまへ小さな子どもから高齢
の方まで、たくさんの方が使用する『給湯器設置』
のための費用の一部を助成しました。

　サロン、ボランティアグループ、地区
社会福祉協議会、小規模通所施設、福祉
諸団体、当事者団体などが歳末期に行う
交流事業や、地域での見守りが必要な世
帯への訪問事業などに対して助成を行い
ます。

　ボランティアのみなさんと一緒に、小
中学生や大学生に対して、点字・手話・
車いす・ガイドヘルプなどの体験学習や
災害ボランティア被災地体験の講話を実施します。
また、地区社会福祉協議会が主催する福祉体験学習
について費用の助成を行います。

福祉学習推進事業

　市内の小学校・養護学校・中学校・高等学校に通
う子どもたち自身が共同募金の使いみちを考え、学
校等を通して公募申
請を行うことができ
る取組みです。共同
募金が身近に存在す
ること知ってもらう
とともに、児童・生
徒の福祉に対する意
識を醸成する機会と
します。
 （例）卒業生を送る会の 代替行事、自校の周年行事など

こども版公募配分事業 （小学校児童会等に対して）　

一例

歳末たすけあい募金の使いみち

　一時的に車いすが必要な方に対して、コミセンや
自治会館、総合福祉センターにおいて貸出を行いま
す。また、不用となった電動ベッドや車いすなどの
福祉機器のうち、再利用が可能
なものをボランティアの協力に
より点検整備し、必要とされる
方にお譲りします。
　共同募金は、設置用車いすの
購入、ボランティアによるリサ
イクル品や車いすの点検・整備
費用などに活用します。

　高齢の方や障がいのある方などが
住み慣れた地域で安心して暮らせる
よう定期的にボランティアが訪問し、
閉じこもりや孤立を防ぐための活動
を支援します。

　世代を問わず、「無
理なく」「気軽に」身
近な場所に集えるよう
実施している居場所活
動の支援を行います。

　認知症の方やそのご家
族が昼食やレクリエーシ
ョンを通じて楽しいひと
ときを過ごす「集いの
場」の運営を応援します。

社会福祉法人明桜会　大地の家 さま
　障がい者福祉施設にて、利用者様
の入浴支援のためシャワーチェアを
購入しました。
　赤い羽根
共同募金に
より購入した
備品をこれ
からも大切に
活用させて
いただきます。

明石障がい者地域生活ケアネットワーク さま
　施設外に移動する際に必要な車い
すを購入し、利用者様が安心して出
かけることができるようになりました。
　貴重な募金を配分金としていただ
き、とても感謝しています。

明石市連合子ども会育成連絡協議会 さま
　親子の対話や友だちづくりを推進
することを目的に「第42回 子ども会
親子釣り大会」を実施しました。コロ
ナに負けじと、多くの家族がご参加く
ださり、有意義な時間を過ごすことが
できました。
　共同募金より子ども会会員へ助成
をいただき、誠にありがとうございます。

QRコード・
インターネットからも
寄付できます。

地域団体の活動支援 ふれあい訪問事業

小地域福祉活動支援事業

認知症当事者等集いの場運営事業

地区社会福祉協議会の活動支援

車いす貸出事業・福祉機器リサイクル事業

情報発信推進事業

公募配分事業

年末にかけて行われる交流事業等の支援

あかしの社会福祉（２）令和３年（2021年）10月25日 第111号 あかしの社会福祉 令和３年（2021年）10月25日（３）第111号
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あかしの社会福祉（２）令和３年（2021年）10月25日 第111号 あかしの社会福祉 令和３年（2021年）10月25日（３）第111号



PART6
　近年、マグネット広告やインターネット広告等の水回り工事業者に関して、次のようなトラブルが増加しています。

弁護士に聞く!!

トラブルになった際は、すぐに、
◎　あかし消費生活センター（☎９１２－０９９９）　または
◎　消費者ホットライン（☎１８８）までご相談ください。

●　「特殊な薬剤・機材を使う」「蛇口・便器・配管ごと取り替える」といって次々に工事を追加され、高額な代金を
　請求された。
●　工事の途中で「代金を払わないと工事を進めない」といって高額な代金を請求された。
●　現場で急に決まった工事なのに、「自分で業者を呼んだ場合はクーリングオフできない」といってクーリングオフ
　を拒否された。

水回り工事のトラブルを避けるために

明石市のホームページで
「水漏れ修理依頼先」を
検索することができます。

あかし消費生活センター

親族申立の費用助成をはじめました！

後見基金マスコット
「こうけん君」

全国初！

【問合せ】地域福祉係　☎924－9105  FAX924－9109

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

～ 認知症になっても安心して

　　　　　 　暮らせる地域へ ～

　地域総合支援センターでは、地域・企業・団体のみなさんに向けて、「認知症サポーター養成講座」
などの勉強会を開催しています。安心して暮らすことができる明石を目指して、これからも多彩な取り
組みをすすめていきます。

ま　ち

Part2
認知症サポーターキャラバンマスコット「ロバ隊長」

★「認知症カフェ」
　地域の中で認知症の人
やそのご家族が気軽に立
ち寄ることのできる場所
のひとつです。

　地域総合支援センターは、「認知症サポーター養成講座」の開催や、
福祉に関する多様な相談を受け付けていますので、「どこに相談した
らいいだろう？」と困ったときには、お近くの地域総合支援センター
までお気軽にご相談ください。

　地域のみなさんより「認知症カフェの場所や開催日
などがわかるチラシがあったらいいのにな」というお
声をいただいたことから、大久保地区にある３か所の
認知症カフェを紹介するチラシを作成しました。チラ
シはおおくぼ総合支援センター、コミュニティ・セン
ターにありますので、ぜひお手にとっていただき、参
加してみてください。

おおくぼ総合支援センター

大久保地区にある認知症カフェ

　地域のみなさんと一緒に認知症の勉強会を行うなか
で、認知症になっても大切にしてきたことや望んでい
ることなど大切な人へ想いを伝えるためのメッセージ
を綴っています。
　住み慣れた場所で自分らしく、大切な人と楽しく暮
らし続けることができるよう、あなたもこのメッセー
ジを綴ってみませんか。

にしあかし総合支援センター

▲にしあかし総合支援センターのメッセージカードです。
　伝えたい人へ「感謝」を込めて折り鶴にすることができます。

◀くわしくは、チラシをご覧
　ください。

『 要援護者見守りＳＯＳネットワーク 』への
ご協力をお願いします！

　明石市社会福祉協議会では、高齢者や障がい者など支援を必要とする要援護者を見守る『協力者』を募集してい
ます。
　『要援護者見守りＳＯＳネットワーク』は、事前登録された要援護者の行方がわからなくなった時に、『協力者』
として登録しているみなさんへ行方がわからなくなった要援護者の情報を電子メールでお知らせしています。
　この『協力者』は捜索を要請するものではなく、買い物や犬の散歩などの日常生活のなかで「メールに書いてあ
る特徴と似ている・・・」などの情報を基に声かけしていただき、行方がわからなくなった要援護者の保護につな
げていくものです。

　明石市後見支援センターには、多くの親族のみなさまから成年後見制度の申立てに関するご相談が寄せられま
す。
　特に多いご相談が「法律職に申立書類の作成を依頼する費用（10万円程度）が高いので、申立人になることがで
きない」というものです。
　そのため、成年後見制度をもっと利用しやすくなるよう、令和３年６月より後見基金（明石市社会福祉協議会の
基金）を活用した親族申立の費用助成をはじめました。ぜひ、ご相談ください。

地域のみんなで
大切な人を支え合うために、
ご協力よろしくお願いします。

『協力者』となるための登録方法

スマートフォン用 フィーチャー・フォン用
※　「daihyo＠akashi-shakyo.jp」から電子メールが届くよう、
　　ドメイン指定の設定をお願いします。
※　社会福祉専門職の方は所定の申請書で登録してください。

◎　助成の内容（※条件あり）
　・弁護士・司法書士へ依頼する書類作成の費用
　・親族申立時に必要な実費

　ＱＲコードを読み取り、
必要事項を入力してご登録
ください。

やすらぎカフェ
実施日：第３火曜日
時　間：13時30分～15時30分
場　所：喫茶やすらぎ
　　　　大久保町大窪479-1
参加費：100円
お問合せ：ＮＰＯ法人居場所
　　　　　夢工房大久保
　 ☎ ９３６－６７３０
　FAX９３６－６７４９

オレンジカフェ山手台
実施日：第３木曜日
時　間：13時30分～15時30分
場　所：山手台会館
　　　　大久保町山手台1丁目56
参加費：材料費による
お問合せ：介護老人保健施設
　　　　　「恵泉」
　 ☎ ９３６－８００３
　FAX９３６－８８８１

喫茶ゆっくりあつまろーね
実施日：第４木曜日
時　間：13時30分～15時30分
場　所：カフェ　マローネ
　　　　大久保町駅前1丁目17-2
参加費：100円
お問合せ：清華苑ふくし相談
　　　　　センター
　 ☎ ９３８－０７７０
　FAX９３８－０７７１

　夜間や休日に突然水漏れが起こ
ると、焦りや不安から悪質業者に
つけ込まれやすくなります。
　落ち着いて対処できるよう、普
段から次のような備えをしておき
ましょう。

①　すぐに水を止められるよう、自宅の止水栓の位置や閉栓の方法を
　メモしておく。
②　夜間・休日でもトイレを借りられる場所を確認しておく。
③　マンションの管理会社・市の相談窓口・近くの指定業者の連絡先
　や営業時間をメモしておく。
※　訪問取引のクーリングオフ期間は、契約内容を記載した書面の受
　取後８日以内です（ただし、書面に不備がない場合）。【問合せ】地域総合支援センター

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
※「認知症カフェ」は様々なところで行われています。まず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。

（４）令和３年（2021年）10月25日 令和３年（2021年）10月25日（５）あかしの社会福祉 第111号 あかしの社会福祉第111号
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（４）令和３年（2021年）10月25日 令和３年（2021年）10月25日（５）あかしの社会福祉 第111号 あかしの社会福祉第111号



【問合せ】明石市立総合福祉センター　　　　☎927－1125  FAX927－1126【問合せ】地域福祉係　☎924－9105  FAX924－9109

明石市立総合福祉センター

「東京パラリンピック」で手に汗握った
公　式　競　技

公式競技以外にもさまざまな
スポーツを楽しめます！

ぜひ、新館までお越しください！

ボッチャ

車いす卓球 ５人制（ブラインド）サッカー

車いす
バスケットボール

新館

新館

あのパラリンピックスポーツが明石でも体験できます！

魚住中学校でトキメキ仕事体験授業を行いました！（６月）
　明石市立魚住中学校で２年生のみなさんに、「車いす介助」と「ガイドヘルプ」の体験授業を、ボラ
ンティアサポーターや、福祉用具のレンタルを取り扱うタカジョウメディカル垂水営業所さまにご協力
いただき実施しました。
　生徒のみなさんからは「普段できない体験ができた」「福祉の仕事は色々な人が協力して行うと思っ
た」「困っている人がいたら助けたい」などの声がきかれました。これからも様々な団体や企業のみな
さんと力を合わせながら、地域福祉の芽を育てていきます。

地域での福祉教育や福祉活動など、
　　　　　　　　地域に合ったプログラムをみなさんと一緒に企画します。
　　　　　　　　　　　　　　　ぜひ、ご相談ください！

ガイドヘルプ体験 車いす体験タカジョウメディカルさま
　による介助指導

みなさまの
善意に感謝します!!

令和２年12月15日～
令和３年９月30日（預託日順）

金銭預託 11件（193,813円）

42件物品預託

医療法人社団アップル歯科クリニック 様
あかし点訳グループ　様
長光寺　雲井明善　様
明石市立高齢者大学あかねが丘学園
　　　　 27回生 生活福祉コース一同 様
匿名ほか　６件

キャタピラージャパン合同会社　様 （事務用品一式）
ヒポポパパ　様 （敷布団、毛布、クリスマスツリーなど）
川崎重工業株式会社　様 （アルファ米　900食）
おもちゃ図書館　様 （積み木などのおもちゃ）
コープこうべ第６地区本部　様 （お米　394kg）
住友生命相互会社　明石支社　様 （タオル　200枚）
公益社団法人　兵庫県建築士会 加古川支部
　　　　　　　　　　　設計製図対策室　様 （模型40体）
ハイラーク明石自治会　様 （タオル、毛布、食器など）
有限会社　プラハ　様 （車いす　１台）
株式会社マルハン明石大久保店　様（缶ジュース 300本）
明石市立あおぞら園　様 （掃除用バケツ、鉄製鍋）
兵庫信用金庫　様 （車いす　１台、アルファ米　80食）

西村　光世 様　　山口　京子 様
松浦　邦雄 様　　井上　やす子 様
佐々木　悦子 様　小西　佳代 様
島尾　須美子 様　橋本　美智子 様
匿名ほか　22件

　
　

「善意銀行」はみなさまからの善意をお預かりし、市内の福祉活動に役立てる“善意の銀行”です。
お預かりした寄付金や物品は、寄付者のご希望にそうよう、市内の福祉の充実のために役立てています。

明石市地域自立支援協議会　しごと部会　「就労継続支援Ｂ型事業所ネットワーク」

めざせ就労！～はたらく～
　明石市地域自立支援協議会しごと部会では、「めざせ就労！」をスローガンに障がいのある方の就労
に関する課題解決などに向けて取り組んでいます。取り組みのひとつとして、就労継続支援Ｂ型事業
所のネットワークづくりをとおして、障がいのある方の工賃向上をめざし、事業所の自主製品の販売
拡大に向けた活動を行っています。
　工賃の向上を目的として、平成28年（2016年）から「コープこうべ（市内５店舗）」と県立高等学校
（明石高校、明石清水高校）で自主製品を定期的に販売しています。ぜひ、お買い求めください！！

明石市地域
自立支援協議会

★　就労継続支援Ｂ型事業所は、一般企業での就労
が困難な人に生産活動の機会を提供しています。
★　「工賃」は、就労継続支援Ｂ型事業所などでの
生産活動に対して支払われるものです。令和元年
度の全国平均工賃は、月額16,369円です。

▶
こ
の
の
ぼ
り
が
目
印

　感染対策を徹底したうえで、市内各所で販売をしています。
　なお、明石高校、明石清水高校では、校舎内での販売のため一般の方は購入できません。
市内のコープこうべ（５店舗）でお買い求めください。

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

◎ 11月の販売予定　11時00分～13時30分
店　舗 販売日 販売時期（原則） 事業所名 販売品目

コープ朝霧  １日（月） 第１・第２月曜日 リーフあかし ジャム、クッキー
  ８日（月）  こぐまくらぶ明石ウエスト お弁当、パン類、クッキーなど

コープ大蔵谷  ９日（火） 第２火・水曜日 さくら工房 クッキー、雑貨など
 10日（水）  パン工場なないろ パン
コープ西明石 10日（水） 第１・第２水曜日 木の根学園 クッキー、雑貨など
コープ大久保 18日（木） 第３水・木曜日 サポートセンター曙 クッキー、ケーキなど
コープ魚住 22日（月） 第４月曜日 ステップあっぷ二見 雑貨類

（６）令和３年（2021年）10月25日 令和３年（2021年）10月25日（７）あかしの社会福祉 第111号 あかしの社会福祉第111号
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【問合せ】明石市立総合福祉センター　　　　☎927－1125  FAX927－1126【問合せ】地域福祉係　☎924－9105  FAX924－9109
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あかしの社会福祉（８）令和３年（2021年）10月25日 第111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。

回

　覧

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/

◎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。
◎新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業やイベントが中止・変更になることがあります。事前にお問い合わせください。
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～明石のまちを良くするしくみ～

赤い羽根共同募金
10月１日スタート!!

体を動かして楽しくボランティアしてみよう！
　楽しく、仲良く、唄いながら笑顔と元気をわかち合える踊
りを一緒に広めていきませんか。受講後はボランティアグル
ープで施設や地域のお祭りでの交流を楽しみましょう。
日　時：令和３年11月25日（木）、12月９日（木）
　　　　13時30分～15時00分　全２回
場　所：あさぎり福祉センター
対　象：講座修了後、ボランティア活動ができる市内在住・
　　　　在勤の方
募集人数：30名
申込み：11月18日（木）まで電話にて受付（先着順）
【問合せ】地域福祉係　☎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30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30分
【問合せ】地域福祉係 ☎ 924-9105 FAX 924-9109

　介助が必要な人の外出、病気やけが
などで一時的に車いすが必要な人の生
活を支援するため、明石市立総合福祉
センターやコミュニティ・センターな
どの地域の貸出ステーションで、短期の無料貸出を行ってい
ます。新型コロナウイルスワクチンの接種会場までの介助に
も、ぜひご利用ください。
・貸出期間：明石市立総合福祉センター … ３か月
　　　　　　地域の貸出ステーション　 … ２週間
【問合せ】在宅福祉係 ☎924-9105 FAX924-9109

　令和３年10月30日（土）開催予定の「総合福祉センター交流フェア」は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため
延期します。今後の開催日につきましては、明石市立総合福祉センターホームページをご確認ください。

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　　　イベント

■ ボランティア養成講座

※　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。

■ にこにこ粋・生き健康教室（しなやかな体づくり）
日時：令和３年11月27日（土）14時00分～15時30分
対象：市内在住 障害者手帳をお持ちの方、又は 60歳以上の方
※10月27日（水）９時00分より申込開始（先着順）

本館

本館

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11月末まで受付します

◎　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、事業やイベントが中止・変更になることがあります。
　　事前に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

車いす貸出
ステーション

貸出ステーション

　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とした資金の特例貸付を、令和３年11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。
　　　　　　　　　　　【問合せ】企画経営係 生活福祉資金貸付担当
　　　　　　　　　　　　　　　　☎ ９２４－９１０５　ＦＡＸ ９２４－９１０９
　　　　　　　　　　　　　　　　　 daihyo@akashi-shakyo.jp
　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間：月曜日～金曜日（祝日を除く）９時00分～17時00分
　　　　　　　※　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。

■ 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

明石市立総合福祉センターよりお知らせ

【問合せ】明石市立総合福祉センター　☎918-5660　FAX918-5661

コロナ禍の影響などで、厳しい状況におかれたみなさまに
食料品を提供しています。ぜひ、ご利用ください！！

◎ 食料品のご寄付をいただける
 　場合もご連絡ください。

【問合せ】企画経営係
☎924-9105　FAX924-9109

令和3年
 2021年
10 月

赤い羽根共同募金　くわしくは ２・３ページ へ

▶募集職種
【正規職員】
○ 保健師または看護師
○ 主任介護支援専門員
○ 社会福祉士

▶採用日
　令和４年１月24日（※応相談）
　又は、４月１日付け
▶募集人数
　各職種若干名
▶試験日　令和３年11月13日（土）
※正規職員は、28日（日）に２次試験を実施します。
▶場　所　明石市立総合福祉センター

【契約職員】
○ 主任介護支援専門員
○ 介護支援専門員
○ 社会福祉士
○ 精神保健福祉士

■ 明石市社会福祉協議会 職員募集 ■ ▶申込み　11月４日（木）までに、企画経営係
　　　　　（明石市立総合福祉センター２階）へ
　　　　　持参（郵送は同日必着）
▶問合せ　企画経営係　☎924-9105　FAX924-9109
　　　　　　daihyo@akashi-shakyo.jp


