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認め合い ともにつながり 支え合う みんなでつくる ひょうごの福祉
P2

特集
社会福祉法人が進める「地域における公益的な取組」
〜 ほっとかへん を合言葉にした地域づくり〜

P6 「ストップ・ザ・無縁社会」
広がれ！全県キャンペーン
P7
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あなたのまちの社協ナビ

多可町社協
住民の「気づき」がつくる集落の支え合い
〜福祉学習の取り組みから〜
P8

みんなでつくるひょうごの福祉

誰もが自分らしく生きられる地域社会を目指して
〜 NPO法人ダーナと農楽（の〜ら）の取り組み〜
みんなで体操！被災地域を元気に！
〜生涯学習応援隊so-so.39の取り組み〜
P10 ひょうごの福祉NOW
P11 もっと知ろう！障害者差別のないまちづくり
P12 インフォメーション

2月は「はたちの
献血キャンペーン
月間」だよ！

この機関紙は赤い羽根共同募金配分金により発行しています。

養父市

ハチ高原スキー場

I N F O R M A T I O N ・伝 言 板
助成 金 情 報
福祉活動等に対する助成金の情報です。
詳細
は、
それぞれの問い合わせ先にご確認ください。
●ひょうごの福祉 第792号 ●発行所／社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 〒651-0062 神戸市中央区坂口通2丁目1番1号 TEL 078（242）4633 FAX 078（242）4153
平成29年2月1日発行（毎月1回1日発行）定価150円 昭和27年4月7日第３種郵便物承認 ●発行人 吉本 知之 ●編集人 隅田 昇次 ●URL www.hyogo-wel.or.jp/

ＪＸグループ
平成28年度JX‐ENEOS
児 童 養 護 施 設・母 子 生 活 支 援 施 設・
里親家庭奨学助成
児童養護施設、
母子生活支援施設、
里親家庭の
児童の進学を援助し、
社会的自立を支援します。
対 象 高等学校卒業後、平成29年度に大
学・短期大学・専門学校等への進学
を予定している下記の児童等
①児童養護施設または母子生活支
援施設に入所している児童、里親家
庭に措置されている児童
②児童養護施設または母子生活支
援施設を退所した20歳未満の人、措
置解除後、
引き続き里親家庭で同居
している20歳未満の人 ※年齢は
平成29年4月2日現在の満年齢
助成額 1人あたり10万円
締切り 平成29年2月17日
（金）消印有効
問 ●
申 社会福祉法人全国社会福祉協議会
●
TEL 03-3581-6503
U R L http://www.shakyo.or.jp/sponsor/
jx-eneos̲20161228youkou.pdf

兵庫県遊技業協同組合
平成29年度は〜とふるふぁんど支援金
①地域ボランティア・福祉支援
「ボランティアあしすと」部門

県内のボランティア・福祉活動を行うNPO法
人や福祉ボランティア団体、青少年の健全育
成に関わる団体等が行う環境保全や被災者
支援、その他公益の目的と認められる事業等
を支援します。

②地域振興（町おこし）支援
「ふるさと振興サポート」部門

県内の地域振興（町おこし）活動をしている民
間団体やNPO法人、第3セクター等が行う、地
域社会の教育増進、地域のまちづくりの推進、
地域の文化、芸術、
スポーツの振興を図る事業
等を支援します。
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行事予定
2月

2日 地域とともに進める生活支援全
県フォーラム
◆神戸市産業振興センター

県内を主たる活動の場とし、
5人以上
のグループで活動する地域の団体ま
たはボランティア団体
1件あたり上限100万円（総事業費
の4分の3以内）
平成29年3月6日
（月）17：00必着
はぁ〜とふるふぁんど事務局（（株）
神戸新聞事業社内）
TEL 078-362-8505
http://www.hyoyukyo.or.jp/

3日 理事・評議員研修
◆パルテホール
6日 会計実務研修（スクーリング）
◆県社会福祉研修所
8日 子どもの理解と発達支援研修
◆県社会福祉研修所
地域福祉推進部会
◆県福祉センター
市町社協活動推進協議会幹事会
◆県福祉センター

日本労働組合総連合会
連合・愛のカンパ

若年性認知症支援担当者研修
（第３回）
◆加西市民会館

NGO・NPO団体などの事業・プログラムへの
支援、
および自然災害などによる被災者に対す
る救援・支援を目的に助成を行います。
対 象 【中央助成】連合の構成組織の推薦
があり、国内外で救援・支援活動に
取り組んでいるNGO・NPO団体
【地域助成】地方連合会の推薦があ
り、連合組合員およびその家族、
ある
いは退職者が、積極的に運営に参加
している団体、
または地方連合会が
日常的な活動で連携している団体
締 切り 平成29年3月31日
（金）
問 ●
申 【中央助成】
日本労働組合総連合会
●
連帯活動局TEL 03-5295-0513
【地域助成】申請団体・組織が所在・
活動する地方連合会まで
U R L https://www.jtuc-rengo.or.jp/

9日 会計実務研修（決算・予算編）
◆のじぎく会館
青年協 第３回定例研修会
◆県福祉センター

10日 福 祉 のしごと職 場 見 学 バスツ
アー（丹波・北播磨コース）
◆みつみ学苑・ゆりの荘
福祉事業推進部会
◆県福祉センター

13日 職業倫理と権利擁護研修
◆県社会福祉研修所
14日 権利擁護部会
◆県福祉センター
17日 福祉のシゴト就活応援セミナー
◆三宮研修センター
第４回ひょうご中 間 支 援 団 体
ネットワーク意見交換会
◆ボランタリープラザセミナー室

ひょうごボランタリープラザ「地域づくり活動情報システム」
ボランタリーセクターに関わるみんなのポータルサイトとしてリニューアル！

20日 地域福祉推進委員会
◆県福祉センター

リニューアルポイント

22日 人事労務管理研修（人事編）
◆県社会福祉研修所

○目的の情報にらくらくアクセス
○アクセシビリティ・ユーザビリティを重視
○写真やPDFを添付し、
見やすい閲覧画面
○スマートフォンやタブレットへ対応
○団体の活動写真をトップページに掲載
是非、
団体の活動情報を発信してください！

24日 リスクマネジメント研修
◆県福祉センター

3月
ひょうごボランタリープラザ

〜安心してボランティア活動をするために〜
年間掛金

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

1名につき

500円

1日 若年性認知症家族介護者連絡会
◆県福祉センター

7日 第２回福祉の就職総合フェア ｉｎ
ＨＹＯＧＯ◆神戸サンボーホール
生活支援コーディネーター全県
情報交換会◆クリスタルホール

ボランティア・市民活動災害共済のご案内

傷害給付

ボランティア活動中の事故によるケガの補償
（通院１日４,０００円・入院１日７,３００円）

賠償責任給付

ボランティア活動中の事故により第三者の身体または財物に対する
損害を与えた際の補償（５億円限度）

死亡見舞金

傷害給付の対象とならない事由で亡くなられた際に給付（１０万円）

お問い合わせ・加入申し込み先／最寄りの市区町社会福祉協議会のボランティアセンター
実施・運営主体／兵庫県社会福祉協議会 地域福祉部 TEL０７８-２４２-４６３４ FAX０７８-２４２-０２９７
※所定の申込書と掛金を受付した翌日から、平成３０年３月３１日
までが加入期間となります。 ※平成２９年度補償内容です。 取扱代理店／株式会社 兵庫福祉保険サービス TEL０７８-７３５-０１６６ FAX０７８-７３５-１８９０
※新年度の加入申し込みは、平成２９年３月から受付を開始します。引受保険会社／三井住友海上火災保険株式会社 TEL０７８-３３１-８５０２

