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（イラスト：神代将史さん）

共生社会の実現に向けて ～淡路島のノーマライゼーションを実現する会～
高齢者や障がいのある人を含めて、誰もが通常（ノーマル）の生活を送れ
るようにしようという考え方である「ノーマライゼーション」をここ淡路島
で実現、推進していこうという思いで、平成 17 年 9 月に『淡路島のノーマ
ライゼーションを実現する会』
（以下、「実現する会」）が発足されました。
「実現する会」には、福祉施設やボランティアグループなど、多くの団体
が参画されており、高齢者や障がい者、児童を取り巻く福祉課題に関する講
演会や映画上映などを継続的に開催されています。また、毎年 12 月には高
▲サンタクロースマラソンの様子

齢者、障がい者、子どもなど年齢を問わずに参加できる「サンタクロースマ

ラソン」を実施されており、100 名を超える参加者がサンタクロースの衣装を身にまとい、洲本の町中にたく
さんの笑顔を届けられています。今年も 12 月 17 日（日）、10 時から 13 時半にかけて洲本市塩屋の御食国
横の多目的広場を中心に開催が予定されています。詳細は、社協の輪 10 月号をご覧ください。
ボランティアセンターとして、今後も「実現する会」の活動を支援し、連携を図りながら、複雑化する生活・
福祉課題に対し、ボランティア活動の推進を通して互いに認め合い、共に暮らす共生社会の実現に向けて取り
組んでいきます。

義援金のおしらせ

（詳細は、各問合せ先へご確認ください）

福岡県共同募金会

大分県共同募金会
名

称

台風 18 号大分県災害義援金

受付期間

平成 29 年 12 月 28 日（木）まで

義援金受入口座
金融機関
口座番号
口座名義

ゆうちょ銀行
00960-6-275726

※ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料
※その他の受入口座及び現金書留による義援金の送付につ
いては、下記にお問い合わせください
問合せ先 社会福祉法人大分県共同募金会
〒870-0907 大分市大津町 2-1-41
TEL 097-552-2371 FAX 097-552-6250

名

受付期間

洲本市社協

平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害義援金
平成 29 年 12 月 28 日（木）まで

義援金受入口座
※募集期間が延長されました！
金融機関 ゆうちょ銀行
口座番号 00980-0-332036
口座名義 福岡県共同募金会 7 月大雨災害義援金
※ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料
※その他の受入口座及び現金書留による義援金の送付につ
いては、下記にお問い合わせください
問合せ先

社会福祉法人福岡県共同募金会

TEL 092-584-3388 FAX 092-584-3386
E-mail：bokin@fuku-shakyo.jp

編集・発行：洲本市社会福祉協議会
五 色 支 部

称

洲本市ボランティアセンター

行事予定
洲本市社協・ボラセンでは、以下の講座などの開催や協力、さまざまなご相談を受付けています。
お気軽に最寄りの各支部までお問い合わせください。
月
10
月

11
月

12
月

行事名

第３回ふれあいパソコン教室

日時・場所

内

１０月 25 日、１１月１・8・22・29 日（毎水曜日・全５回）
13：20 ～ 14：50 やまて会館

容

洲本実業高校生によるパソコン講習

第７回

17 日（金）11：30 ～ 15：00（受付 11：00）

介護者のつどい IN 淡路島

海月館（洲本市）

第5回

25 日（土）12：30 ～ 17：50（18：15 ～ 20：00 交流会）

1 日目：基調対談・分科会など

町内・集落福祉全国

26 日（日）9：30 ～ 12：45

2 日目：鼎談・現地視察

サミット in 淡路市

関西看護医療大学（淡路市志筑 1456-4）

参加締切日：10 月 31 日（火）

第３回男性料理教室

２4 日（金）10：00 ～ 13：00 中山間総合活性化センター

秋のメニュー

第６回つながりスポーツ

26 日（土）14：00 ～ 16：00 中川原ふれあいセンター

クリスマス会

17 日（日）10：00 ～ 13：30

サンタクロースマラソン（クリス

多目的広場（御食国横）～洲本川左岸遊歩道

マスらしい衣装でマラソン）

23日（ 土 ） 9：00～11： 00 みや ま ホー ル

ぜんざい振る舞い、バザーなど

第 11 回サンタクロースマラソン in 淡路
ふれあい歳の市

ランチセッション、講演

助成金のおしらせ
公益財団法人ヤマト福祉財団
障がい者福祉助成金

公益財団法人 コープともしびボランティア振興財団
ボランティア活動助成

【助成対象】
兵庫県内で継続的に活動（2017 年度内に 10
回以上）する福祉・環境などのボランティアグル
ープ（または個人）
＊法人格を持つ団体は対象外
＊この助成は、2018 年度に実施する活動に対し
て行います。

【助成事業】
【助成額】 上限 100 万円
【応募要件】
【募集期間】
申○
問 公益財団法人ヤマト福祉財団
○

【助成額】
【助成対象期間】

公益財団法人ヤマト福祉財団
☎ 03-3248-0691

助成金事務局あて

URL

【助成金説明会および交流会】
助成金申請を希望される場合は、助成金説明会
および交流会に必ずご参加ください。
＊その他の会場についてはお問い合わせください

【助成金説明会申込締切】 10 月 27 日（金）
申○
問
○
☎ 078-412-3930 FAX 078-412-3871
E-mail tomosibi@kobe.coop.or.jp
URL http://www.tomoshibi-found.or.jp

年末年始地域ささえあい助成事業
（歳末たすけあい配分金）
【配分対象】
年末年始の時期に事業を実施する町内会、地区社協、子
ども会、ボランティア・NPO・当事者支援団体で 10 人以
上で活動または５人以上で年６回以上活動し、助成を希望
する団体。
【助成額】

【募集期間】11 月 20 日（月）～ 12 月 8 日（金）
申○
問 洲本市ボランティアセンター ☎26-0022
○

たよりのご意見・ご感想、掲載希望情報などは、E-mail(g-vol@sumoto.or.jp)または FAX(35-1167)
までお寄せください。
次回、冬号は 1 月発行予定です。

