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　11月18日、香芝市と「香芝市災害ボランティア
センターの設置及び運営に関する協定」を締結
いたしました。本協定は、大規模災害の発生時に、
香芝市と連携して速やかに災害ボランティアセン
ターを設置し、被災者支援に取り組むためのも
のです。今後は、災害ボランティアセンターの円
滑な運営のために、地域の様々な団体や全国の
社会福祉協議会との連携を強化して参ります。

　コロナ禍におけるボランティア活動や、地域福祉活
動などの人とつながる活動をする際のチェックシート
を作成しました。この「ウィズ コロナ」時代、感染防
止対策のひとつとしてご活用いただければ幸いです。
※ホームページからダウンロードできます。
　https://ka-shakyo.or.jp/2021/12/02/post-1247/

地域支え合い活動推進セミナー12/12日
開催 （専門職編）

with コロナ・after コロナにおける「気にかけ合う地域づくり」を考える
～新たな生活様式におけるつながりづくりの進め方について～

講師：ご近所福祉クリエーター  酒 井   保 氏

　新型コロナウイルス感染症の影響により、地域
の支え合い活動は休止や中止を余儀なくされ、従
来の手法による「気にかけ合う地域づくり」が難し
くなりました。しかし地域では、これらの課題と
向き合い、地域内でつながり続けるために、新た
な工夫やアイデアを取り入れた支え合い活動が生
まれました。また、日々の暮らしの延長にある声か
けやお裾分けなど
の日常の支え合い
は途切れることな
く続いています。
　このような状況
を踏まえ、地域づ
くりを推進する専門職がｗｉｔｈコロナ・
ａｆｔｅｒコロナにおける「気にかけ合う
関係」や「地域のつながりを切らない
支え方」の重要性を学び、「新たな生
活様式におけるつながりづくり」を進
めていくために開催しました。

◎コロナ禍だからこそ活動しよう！
➡コロナ禍でつながりが無くなりがちな今だからこそ、

活動を行い、つながりをつくることが大切です。
◎サロンなどの活動は、フレイル（虚弱）予防に
なる！

➡社会性が低下することで、 運動機能が低下します。
 社会参加の場や人とのつながりが無くなると、自宅

に閉じこもりがちになり、要介護者状態になるリス
クが高まります。
◎地域活動で「お客さん」をつくらない！
➡社会性に“役割”が加わると、社会参加になります。

サロンなどの活動に参加している方に“役割”をもっ
てもらい、参加側ではなく、「ありがとう」と言って
もらう機会をつくることが大切です。
◎地域とのつながりが切れないようにしながら、
制度やサービスを利用する！

➡デイサービスの日がサロンの日と重なった…
サロンがある日と、日にちや曜日をずらしてデイ
サービスを利用すれば、地域活動とデイサービス
のどちらにも参加できます。

『香芝市災害ボランティア
センターの設置及び運営に
関する協定』締結

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や
失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急
小口資金等の特例貸付を実施しています。
★主に休業された方向け（緊急小口資金）
　貸付上限額  　　　　　　　　　　　 ２０万円　
★主に失業された方等向け（総合支援資金）
　貸付上限額　 二人以上世帯：２０万円　
　　　　　　　　　  単身世帯：１５万円　
※貸付に際しての条件等ございますので、
　まずはご連絡ください。 ☎ 0745－76－7107

緊急小口資金等の特例貸付
受付期間 令和4年３月末日まで延長

「ボランティア活動・地域福祉活動
チェックシート」作成しました

本セミナーのポイント本セミナーのポイント
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　令和３年度、香芝市ふたかみクラブ連合会では、高齢者の地域支え合いを推進する目的で『地域友愛
活動コーディネーター講習会』を開催いたしました。
　ふたかみクラブ連合会女性部が中心となり、高齢者の社会参加や親睦交流につながる場を立ち上げ、
絵手紙・手芸・おりがみを学び、それ
を用いて友愛活動を広げるコーディ
ネーターの育成をしています。
　新型コロナウイルス感染症により、
香芝市内の老人クラブ活動は大きな影
響を受けましたが、コロナ禍だから中
止をするのではなく、変化を加えたり
工夫をすることで活動を再開される地
域の老人クラブも増えてきました。
　旭ケ丘健寿会では、交流や社会参加
の再開・継続のため、『新しい生活様式』を取り入
れ、活動されています。「久しぶり。元気してた？」 

「みんなといると楽しいわ。」と明るい声があちら
こちらから聞こえ、早く
も次回の交流を心待ち 
にされていました。
　香芝市ふたかみクラブ連合会は、
withコロナにおける『新しい生活様
式』のもと、仲間同士のつながりをよ
り一層深め、心も体も健康に、生き
がいづくりを進めていきます。

赤い羽根共同募金に関するお知らせ赤い羽根共同募金に関するお知らせ

赤い羽根共同募金会では、さまざまな募金のしくみや方法が
ございます。一部をご紹介します。是非ご活用ください。
赤い羽根共同募金会では、さまざまな募金のしくみや方法が
ございます。一部をご紹介します。是非ご活用ください。

様 々 な 寄 付 方 法

●ブックオフのキャッシュレス買取
ブックオフグループホールディングス株式会社と提携
して、不用品の受取額をダイレクトに共同募金会に送
ることができるサービスです。
　　　　 ❶「店舗へ来店」　❷「キャッシュレス買取を選択」
　　　　 ❸「買取金額がスマホに通知」　❹「キャッシュレス受取」
　　　　 ❺「受取先一覧に赤い羽根共同募金を選択」
　　　　選択されますと寄付が行われる仕組みです。

利用方法

●ソフトバンクチャリティスマイル
ソフトバンク株式会社の社会貢献活動として提供するオプショ
ンサービスです。オプションサービスに加入した携帯電話利用
者から毎月10円を、ソフトバンクが同額の10円をマッチングし、
毎月20円を頼れる家族がいない子どもたちを支援
する団体へ寄付する仕組みです。

withコロナにおける『新しい生活様式』を取り入れ、活動していますwithコロナにおける『新しい生活様式』を取り入れ、活動しています
地域友愛活動香芝市ふたかみクラブ連合会

※ 昨年の夏の大雨災害により、この他
　 多数の災害義援金を募集されています
⇒ https://www.akaihane.or.jp/saigai-news/gienkin/

災害義援金の募集
令和３年長野県茅野市土石流災害義援金

（災害救助法適用）
　令和３年９月の土石流により、長野県茅野市
内では家屋の浸水等の被害が発生し、災害救
助法が適用されました。長野県共同募金会では、
この災害により被災された方 を々支援することを
目的に災害義援金の募集が行われています。

　　　　 ゆうちょ銀行
　　　　 ００１7０−９−635705
　　　　 長野県共同募金会令和３年長野県
　　　　 茅野市土石流災害義援金

振込先
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住民みんながボランティア 〜香芝市ボランティアセンター〜

ほっとライン
〈開所日時〉
月・火・水・木・金
午前9時～午後4時

香芝市総合福祉センター　1階
【TEL／FAX】　0745-76-7179
【E-mail】　vcenter@ka-shakyo.or.jp

本会へのお問い合わせの際に、間違い電話が多数発生しております。
お問い合わせの際にはおかけ間違いのないよう、お願いいたします。　

香芝市社会福祉協議会
TEL 0745-76-7107

★ ふれあい総合相談　☎７９－５８５８★

相　談　名 相　談　内　容 相　談　日
一般相談 日常生活においての心配ごと 月～金曜日　午前9時～午後5時

心配ごと
相談所

日常生活においての心配ごと
（民生児童委員、知識経験者、行政相
談委員、人権擁護委員による対面相談）

毎月第１水曜日 午前9時～午後3時
毎月第３水曜日 午前9時～正午

※相談場所は、『市役所会議室棟 第１会議室』です

福祉法律相談
成年後見制度や悪質商法被害などの
福祉法律相談

【相談担当：奈良県司法書士会】
※改修工事の間、休止させていただきます
　（工事予定期間：令和4年7月まで）

善意銀行へのご寄附、ありがとうございます
（１１月６日～１月５日）

　福祉のために下記のとおりご寄附をいただきました。この善意をありがたくお受けし、
ご意志に添って活用させていただきます。温かい善意に感謝いたします。 
ならちゅうしんボランティアクラブ様より １３０，０００円
世界平和統一家庭連合　かつらぎ家庭教会様より １７２，１２１円
香芝中国武術太極拳様より １００，０００円
匿名様より 子ども用車いす　１台
匿名様より １０，０００円
匿名様より １０，０００円

（受付順）

※総合福祉センターの改修工事に伴い、下記のとおり変更になっております。
　ご不便をおかけして申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。

活動者募集
『ＭＣふたかみ』

  司会に興味のある方、一緒に活動しませんか
　　　　　イベントや式典の司会進行
　　　　　月1～2回　土曜日の午前中
活動内容
勉 強 会

新規登録団体紹介
『玉すだれを楽しむ会』

　施設・子ども会・
　サロン・自治会などお伺いします♪

玉すだれは日本古来の伝統芸能ですが、見る機会がないことが
現状です。小学校で玉すだれを披露すると、皆さんとても興味津々
で見ていました。昔の生活の話もしたので、大変盛り上がりました。

イベントにお伺いする際には、見てくださっている方と一緒に楽
しめるように様々な工夫をしています。イベントがありましたら、
是非声をかけてください。一緒に伝統芸能の玉すだれを楽しみま
しょう！

練習場所を探しています
『香芝天衝太鼓」

  和太鼓の練習ができる場所を探しています
　高齢者施設をはじめ、様々な施設や団体のイベントなどへ
の訪問活動をしています。「香芝冬彩」の協力団体でもありま
す。
　練習場所としていた施設が改修工事の
ため、使用できなくなりました。和太鼓
を練習できる場所があれば、ボランティ
アセンターまでご連絡をお願いします。

活動者募集　
『福祉ミニ図書館ボランティア』

　総合福祉センターで
　　図書の貸出しボランティアしませんか
　　　　　図書の貸出と本の整理など　
　　　　　月・火・水・金
　　　　　午前11時～午後1時と午後1時～4時の交代制
※総合福祉センターの改修工事終了後の活動になります
　（工事予定期間：令和4年7月まで）

活動内容
運営日時


