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令 和 ２ 年

法律相談

困りごと相談

福祉相談

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　11月18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　11月12日・26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。

知的障害者（児）相談
●日時　第２火曜日
　　　　13時～14時30分
●場所　播磨町福祉会館

幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）
幸ちゃんカフェ
（認知症カフェ）

　認知症に関する相談、認知症の
方も家族も気軽に立ち寄れる場所
です。
　みんなで集まり交流しませんか？
日　時　11月27日（金）
　　　　12月25日（金）
　　　　13時30分～15時30分

場　　　　　所　幸ばあちゃんの家　　　　参加費　１００円
問合せ・申込み　地域包括支援センター　079–435–1841

●日時　11月10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｡

認知症家族の会認知症家族の会
　認知症の方を介護する家族の悩
みや思いを語り合い、介護のヒン
トと安心感を得られる場です。
　お気軽にご参加ください。
日　時　11月14日（土）
　　　　13時30分～15時30分

11月の開設日
●日時　11月5日（木）・21日（土）
　　　　10時～12時
●場所　播磨町福祉会館

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

～気分転換におしゃべりに来ませんか～

みんなのカフェ

コロナ対策を

とって
オープンしています!

開催日時　毎月第1・3・5木曜日
　　　　　14時～16時30分(※)

場　　所　幸ばぁちゃんの家
　　　　　（播磨町南野添
　　　　　　　 3丁目16-7）
参 加 費　100円

地 域 の 拠 り 所

開催日時　毎週水曜日　10時～15時（※）

　　　　　※奇数月第4水曜のみ10時～12時
場　　所　普光寺東側の古民家
　　　　　（播磨町二子311）
参 加 費　100円

そよ風ひろば

(播磨町役場内) 播磨町消費生活センター
　　　　　　　 消費生活相談員

一般住民
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止または延期する場合あり

手を変え品を変え、現在も増え続けている消費者被害。「ちょっとおかしいな…」
「自分は騙されるわけがない…」その気持ちが思わぬトラブルに巻き込まれる
きっかけになります。
新型コロナウイルスの影響下にある今、それに便乗した悪質商法やトラブルも
出てきており、今後益々注意が必要です。
身近にせまる消費者トラブルにそなえ、私達にできることは何でしょうか。
一緒に学び、考えてみましょう。

令和2年11月4日(水) 14：00～16：00
場　所

対　象 無　料参加費

播磨町福祉しあわせセンター
※駐車場が少ないため、当日は徒歩もしくは自転車でお越しください。

お申込み・お問い合わせ

播磨町社会福祉協議会　電話（079）435－1712
〒675-0147 加古郡播磨町南大中1丁目8番41号 播磨町福祉しあわせセンター内

定員30名　※定員に達し次第、締め切らせていただきます

講　師

日　時

知っていますか？身近な消費者トラブル
～いざという時のそなえ～

知っていますか？身近な消費者トラブル
～いざという時のそなえ～

講 演
（※）時間内なら、いつ来ても、いつ帰ってもOK! 気軽にのぞいてみてください。
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【50音順　敬称略】

令和２年度社会福祉協議会特別会員 ご芳名令和２年度社会福祉協議会特別会員 ご芳名

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
㈲アルファ
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 支部長
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
オーニシ電機㈱
岡一工事株式会社
岡本クリニック
岡本自転車商会         
お茶の千宗
加古商会
㈲橿本塗装店
叶工業株式会社
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
カンキカメラ
㈱きしろ
木下運送㈱
木下商事㈱別府自動車工作部
キューピットこども園
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
Ｊ・ＴＯＰマシナリー㈱
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
シラサギ警備保障㈱
㈱神鋼環境ソリューション
㈱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
株式会社 大地
ダイワエンジニアリング㈱
大和紡績㈱播磨工場
田岡化学工業㈱播磨工場
高砂機工㈱
多木化学㈱
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
特定医療法人社団仙齢会 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(株)
播磨中央こども園
播磨町漁業協同組合
播磨町商工会
播磨特殊溶接株式会社
㈲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
㈱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
㈱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
㈱ＰＨＯＴＯ．ＭＥＩＫＯＵ
㈲山口商事
㈱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　１２９社

　7月にお願いをいたしました社会福祉協議会会費について、大変遅くなりましたが、本年度の特別会員
（企業・商店）について、紙面を借りましてご報告させていただきます。
　ご協力ありがとうございます。全体の報告につきましては、改めて社協だよりにてさせていただきます。

交流ボーリング大会交流ボーリング大会
　10月9日（金）、今年も播磨町労働者福祉協議会
（町内の21の労働組合で組織）のご招待を受け、交
流ボーリング大会に参加しました。ボーリング場
に響く歓声や久しぶりに見るゆうあい園の皆さ
んの心からの笑顔を見て、感謝の思いでいっぱい
になりました。新型コロナ感染拡大を受け、楽し
みにしていた行事やイベントが軒並み中止とな
った皆さんには、目に見えないものへの恐怖や寂
しさを感じながらの日々であったことでしょう。
　今回、感染防止対策をした上での開催にはご
苦労が多かったと思いますが、本当に楽しい時
間を過ごすことができました。協議会の皆様、毎
年ボーリング大会やサツマイモ堀り大会で交流
させていただき、いつも温かく見守ってくださ
ってありがとうございます!

播磨町労働者福祉協議会とゆうあい園の

大 中 西 匿 名

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。（令和２年９月７日～令和２年１０月６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）

●福祉のために
（敬称略）（個人の部）

地区名 氏　名 金　額
100,000円

●今月の払出状況
9,000円子どものいない高齢者誕生日祝

　病気や事故など、いつ何が起こるかは誰にもわかりません。自分の気持ちや希望を伝えられなくなった
「もしものとき」…誰に、どんなことを伝えたいですか？どんなことが伝われば安心できますか？
　エンディングノートは、これからの未来を自分らしく生きるためのノートです。未来のための自分の
ノートを楽しみながら作成するポイントをおはなしします。

権利擁護まちづくり講演会 Part2権利擁護まちづくり講演会 Part2

講 演
講 師 竹裏 由佳 氏（エンディングノートセラピーⓇサポーター)
場 所 播磨町福祉しあわせセンター３階会議室
日 時 令和2年11月20日（金）　午後1時30分から午後3時30分
定 員 30名（先着順）

終活『エンディングノートの書き方 ～これからの私の「取扱説明書」をつくろう～』

◆問合せ・申込み◆播磨町社会福祉協議会　☎079-435-1712

　令和2年10月8日（木）10時30分より、健康い
きいきセンターにて、認知症サポーター登録者を
対象としたボランティア研修会を開催しました。
播磨町まちづくりアドバイザーの佐伯亮太さん
を講師に迎え、今後起こりうる地域の現状を学
び、豊富なアイデアをいただきながら、自分たち
でできそうなことについて考えるといった研修
を行いました。
　雨にも関わらず参加してくださった23名の認
知症サポーター登録者の皆様、ありがとうござい
ました。次回12月14日（14時～）の集まりも楽し
みにしております。
　今後もわくわくするような認知症サポーター
活動がすすめられたらと思っています。

認知症サポーター
ボランティア研修 開催！
認知症サポーター
ボランティア研修 開催！

認知症地域推進員のしごと
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