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ゆうあい園の作品展を開催しました

肌にやさしい　ハーブ石鹸＆クリーム　を作ってみませんか？
各種ハーブ・酵素・コラーゲン　健康アドバイスあります

『ローズマリー農園　稲美』 で

障がいのある人の働くところ「ゆうあい園」では、播磨西幼稚園の北隣にある石ヶ池公園パークセンターのギ
ャラリーで平成29年10月7日から10月30日まで、園生の皆さんが日ごろから作業の合間に取り組んできたち
ぎり絵等の作品展を開催しました。ゆうあい園としては初めての取り組みでしたが、パークセンターを管理する
播磨町手をつなぐ育成会や播磨町臨海管理センターの方々に応援していただき開催することが出来ました。
開催期間中、ギャラリーにノートを置かせていただきましたが、来場いただいた方から、「すごく上手で見とれ

てしまいました。」「すてきな作品をありがとうございます。がんばりました。」などなど、たくさんのメッセージを
園生の皆さんに届けてくださいました。これを励みに、次に向けて作品作りに取り組みたいと思います。
来場いただいた皆さん、開催を応援してくださった皆さん、本当にありがとうございました。感謝。

寄付者ご芳名
あたたかい善意をありがとうございました。
（平成29年10月6日～平成29年11月5日）

（所得税法第78条第２項第３号該当
　法人税法第３７条第２項及び第３項第３号該当）

大 中 団 地 匿 名

（敬称略）（個人の部）
地区名 氏　名 金　額

10,000円

新 野 添 自 治 会
播 磨 幼 稚 園  ＰＴＡ

（団体の部）
団　体　名 金　額

12,000円
バザー用品

●今月の払出状況

●福祉のために

●供　養

21,000円子どものいない老人誕生日祝宮 北 黒 石 ま ゆ み
地区名 氏　名 備　考

亡夫供養

このページに関する問合せは

E-Mail  info@harima-wel.or.jp

播磨町社会福祉協議会
TEL.079-435-1712

困りごと相談

福祉相談

認知症家族の会認知症家族の会

心配ごと相談

秘密厳守
●日時　毎週火曜日　13時～16時
●場所　福祉しあわせセンター

●日時　12月6日（水）・20日（水）
　　　　13時30分～16時
●場所　福祉しあわせセンター　
民生委員・児童委員が
　　　　　ご相談をお受けします。

秘密厳守
●日時　12月1日（金）特設相談
　　　　12月14日（木）・28日（木）
　　　　13時～15時
●場所　福祉しあわせセンター　
播磨町人権擁護委員が
　　　　　ご相談をお受けします。●日時　12月5日(火)

　　　　13時30分～15時30分
高齢者や障害者の方のお金や財産
の管理（成年後見制度）について
の相談もお受けします
◎法律相談をご希望の方は、事前
に心配ごと相談をお受けください｡

●日時　12月9日（土）
　　　　13時30分～15時30分
●場所　福祉しあわせセンター
●内容　懇談会

法律相談

12月の開設日
●日時　12月7日（木）・16日（土）
　　　　10時～12時
●場所　播磨町福祉会館

知的障害者（児）相談
●日時　第２火曜日
　　　　13時～14時30分
●場所　石ヶ池パークセンター

検索

◆日　時　平成29年12月12日（火）　午前10時～午後1時
◆会   場　播磨町福祉会館
◆講   師　岸本　美幸 氏 （ローズマリー農園）
　　　　　ハーブコーディネーター・健康管理士・調理師
◆主   催　播磨町社会福祉協議会
◆問合せ　播磨町福祉会館　電話 079-437-3221
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【50音順　敬称略】

明石同仁病院エスポアール遥
浅井クリニック
あさはら歯科
浅原歯科医院
淡路鉄工㈱播磨工場
㈱イチネンケミカルズ労働組合播磨支部
井原興産㈱播磨出張所
星光PMC㈱播磨工場
宇津原㈱
圓満寺
王子商店
大江建築
大西左官
オーニシ電機㈱
岡一工事㈱
岡本クリニック
岡本自転車商会         
加古商会
㈲橿本塗装店
カットハウス クリップ 
カフェテラス･ハミング･バード
（医）河合医院
川崎重工業㈱播磨工場
川野外科
カンキカメラ
キコー㈱
㈱きしろ
喫茶  園
木下運送㈱
木下商事㈱別府自動車工作部
キューピット保育園
協和工務店㈲
日下部左官工業
光栄興産㈱
上月建設㈱
㈱神戸製鋼所播磨工場
コーヒー工房カフェクラフト
西条堂
㈱佐伯　ふくろう
㈱佐伯商店
佐伯モータース
三喜㈱
㈱サンロックオーヨド播磨工場
司法書士　大辻要二事務所
シマブンエンジニアリング㈱  播磨工場
シモデカメラ
㈲ショウセイ建設
昭和フェルト㈱

シラサギ警備保障㈱
㈱神鋼環境ソリューション
新谷クリニック
㈱スズキ
住友金属鉱山㈱播磨事業所
住友精化㈱別府工場
生活協同組合 コープこうべ
セイカテクノサービス㈱
正武産業㈱
セブンイレブン播磨野添1丁目店
㈱大地
ダイワエンジニアリング㈱
ダイワボウポリテック㈱播磨工場
田岡化学工業㈱播磨工場
高砂機工㈱
多木化学㈱
㈱滝川製作所  新島工場
但陽信用金庫本荘支店
社会福祉法人知足会 あえの里
土山内科外科医院
寺岡表具店
でんきのツルイ
東亜外業㈱東播工場
㈱東播自動車教習所
（医）仙齢会　はりま病院
とくだ歯科医院
徳富建設㈱
徳山接骨院
西口商店
㈲日新建設
日新信用金庫本荘支店
日本山村硝子㈱播磨工場
㈱ノザワ　播州工場
㈱一組
服部クリニック
㈲ハリマ園芸
播磨建販
播磨設備㈱
播磨中央こども園
播磨町漁業協同組合
播磨町商工会
㈲ハリマ電化
播磨特殊溶接㈱
㈲播磨熱処理センター
播磨保育園
播磨本荘郵便局
東樽喜
晃工業㈱

ひなぼし
ひまわり薬局
姫路信用金庫本荘支店
兵庫県環境サービス㈱
兵庫県漁連のり流通センター
兵庫南農業協同組合播磨支店
㈲兵庫ワンダー社
日和佐板金
普光寺
フジイ機工
藤沢産業㈱
藤田酸素工業㈱
㈱富士電気商会
富士プレート㈱
㈱藤本組
藤原材木店
㈲藤原電子工業所
藤原時計店
藤原保険事務所
㈱フタバ
古河工業㈱
兵神機械工業㈱
㈱ホンダカーズ西神戸
毎日精機㈲
㈱前田土木
㈲マツオデンキ
松田製畳所
㈱松原テクノ
丸紅建材リース㈱東播工場
三木動物病院
㈱ミツテック
㈱みなと銀行本荘支店
三宅機工商会㈱
三輪運輸工業㈱播磨工場
㈱明光
㈲八木ビル
㈲山口商事  御中                                
山本測量登記事務所
ゆめじ美容室
㈱吉田土建
㈱吉永電機
由不二産業㈱
米山小児科
理容 やまぶち
㈱リョーサン

　　　　　　　以上　１４1社

　社会福祉協議会の会費に多大なるご協力を賜り、厚くお礼申し
上げます。
　当社会福祉協議会では、皆さまよりご協力いただきました会費
をもとに、「小さなまちの大きなおうち　～ふれあい・語りあい・
支えあいの地域づくり～」に取り組んでまいります。
　今後共、住民の皆さまのご支援、ご協力をよろしくお願い申し
上げます。

昨年度開催した「生活支援サポーター養成研修」修
了者の有志（ボランティア）が集まって企画・準備を
進めてきた“地域のよりどころ「みんなのカフェ」”が
10月25日オープンしました。
ご近所の人が立ち寄ってくれたり、お友だち同士誘
い合っておしゃべりに来てくれたり、少し遠方から散
歩がてらに来てくれたりと客足が絶えず、賑やかなス
タートとなりました。
“気軽に寄れる、おしゃべりができて楽しい場所”と
して、色んな世代の人に立ち寄ってもらえるようボラ
ンティアの皆さんも一致団結して同じ目標に向かい
頑張っています。

地域住民の皆さんからの意見
・とても良い場所ができた。普段、近くにいても会
えない人と会えて嬉しかった。
・地域の財産ができたね。
・また開いて欲しい。
・地域の人が集まり、将棋・認知症予防・手芸クラ
ブなどできたら良いね。
・まだまだ元気のある人がいるから、その人たち
の活躍の場となればと思う。

職員の感想
　内覧会を行い、地域の皆様が集まる場所を必要
としていることを感じることができました。何より
も喜んでいただき、『（ら・マロン終了後）寿命が5
年10年延びたわー』という言葉まであり、これか
らの活用に向けて意味のある一歩になったと感じ
ています。何年か先に素敵な集いの場になってい
けるよう地域の方々といっしょに進んで行けたら
と思います。

普通会費
（戸別）
特別会費

（企業・商店）

合　　　計

金　額区　分

４，０３５，９００円

７０５，０００円

４，７４０，９００円

件　数

8,071戸

141社

平成29年度社会福祉協議会 会費報告平成29年度社会福祉協議会 会費報告

幸ばあちゃん家に集まれ～♪幸ばあちゃん家に集まれ～♪

平成29年度社会福祉協議会特別会員 ご芳名平成29年度社会福祉協議会特別会員 ご芳名

二子地区で
地域のよりどころ「みんなのカフェ♡」がオープンしました！

～みなさん、気軽にお立ち寄りください～

生活支援コーディネーター 発

【日　時】　毎週水曜日10：00 ～15：00
【場　所】　播磨町二子311
　　　　　※普光寺さん東側駐車場の前の古民家です。
【参加費】　100円（飲み物・お菓子代）
【主　催】　ボランティア K・W・H

　『幸ばあちゃんの家』とは、住民の方から寄贈いただき、当社会福祉協議会が所有する南野添にある一軒家の
ことです。社会参加が介護予防につながると言われている中、子どもから高齢者まで、気軽に集える場になるよ
う、住民の皆さんと共に考え、取り組んでいきたいと思っています。

内覧会のプログラム　10時～11時30分
　　　参加者→１８名
ら・マロンさん　ギターとマンドリン演奏
演奏に合わせてみんなで合唱しました
茶話会　お茶菓子をいただきながら談話
いろいろな今後の活用方法が提案されました
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