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例えばこんな時にご利用

ください！ 

介護の仕方や認

知症について知

りたい 

車いすの介護など施設で

の福祉体験をしたい 
器材などを借りたい 

～地域に根ざした社会福祉法人が  

みなさんの地域活動をお手伝いします！～ 

明石市社会福祉法人地域貢献 

ガイドブック 

会議や活動

する場所を

借りたい 

乳幼児の食事

や子育てのこ

とについて知

りたい 
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【本冊子のご紹介】 

 

明石市内の社会福祉法人では、本来の事業に加えて「地域のための公益活動」を積

極的に進めていきたいと考えています。その一環として、市内の各社会福祉法人が持

つ人材や設備などを市民のみなさんに開放し、利活用していただくためにこの冊子を

作成しました。 

  地域のみなさんのご依頼に応じて、施設の職員などが各種講座や相談会を実施した

り、施設や備品等の各種貸出を行ったりと、社会福祉法人ならではの取り組みをして

まいりますので、みなさんの地域活動にお役立てください。 

 

 

1. 地域出前教室について 

  

  ■地域出前教室とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2 

   

■利用するには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3 

 

■出前教室・相談メニュー一覧・・・・・・・・・・・・・・・P.4 

 

  

 

2. 施設等の各種貸出しについて 

 

■会議室・交流スペース等の利用について・・・・・・・・・・P.5 

 

■機材・器具等の利用について・・・・・・・・・・・・・・・P.5 

 

■各種貸出し内容一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・P.6-8 

 

 

 

3. 利用可能な法人事業所所在地・・・・・・・・・・・・・・・・P.9 
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1.地域出前教室について 

 

■地域出前教室とは 

 

 自治会や高年クラブ、こども会、地域のつどいなど市民のみなさんが行う日常

的な学習会や学校での福祉学習、企業・事業所での研修・福祉学習などに社会福祉

法人連絡協議会の施設等から職員を派遣して、専門知識を活かした教室や相談を

行います。 

 

【お申込みいただける方】 

  市内在住・在勤・在学の方で構成された５人以上の団体・グループ 

 

【申込み方法】 

  開催希望日の３か月前から１か月前までに、「明石市社会福祉法人連絡協議会 出

前教室・備品貸出等 申込書」と「明石市社会福祉法人連絡協議会 団体（登録・変

更）申請書（※初回の申込時のみ必要）」を事務局（明石市社会福祉協議会地域福祉

推進室法人運営課企画経営係）へ直接持参いただくか、メール・ＦＡＸ・郵送でご

提出ください。 

  ※申込書は明石市社会福祉法人連絡協議会ホームページからダウンロード可 

 

【出前教室の場所と教室開催時間】 

  出前教室の開催場所は市内とし、会場の確保は申込み団体のみなさまでお願いし

ます。また開催時間は、10時から 17時の間の２時間以内となります。 

 

【利用料】 

  無料です。講座等で必要な材料及び資料の印刷に係る費用などについては負担い

ただく場合があります。また、事業所や企業からのご依頼については、講師料が必

要となる場合があります。 

 

 ※注意事項 

  ア 同一団体・グループによる同一教室は、原則として年１回とします。 

  イ 教室等の開催の様子を撮影し、社会福祉法人連絡協議会の各法人のホームペ

ージや情報誌等に掲載させていただく場合があります。 

  ウ 次の場合はご利用いただけません。 

    ●公の秩序を乱し、善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき 

    ●政治・宗教、または営利などを目的とした集会であると認められるとき 

    ●地域出前教室の目的に反すると認められるとき  
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■利用するには 

 

【地域出前教室の実施までの流れ】 

① 受けたい講座を選択（４ページに記載のメニュー一覧から選択してください。） 

※メニューにない場合は、事務局へご相談ください。例えば…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 申込み（初回利用時のみ、「協力団体登録書」の提出をお願いします。） 

           

       「地域出前教室申込書」事務局に提出 

        ※初回のみ「協力団体登録書」 

 

 

      申込書受理後、事務局より決定の通知 

    申込者               法人連絡協議会事務局又は各加盟施設 

 

③ 教室の準備と実施 

   ・決定通知後、当日の教室講師を務める担当法人と直接の打ち合わせを行って

いただきます。 

   ・会場の申込等は団体のみなさんで確保をお願いいたします。 

   ・教室開催案内のお知らせや当日の開催準備をお願いいたします。 

   ・実施後はアンケートの回答にご協力お願いいたします。 

 

※注意事項  

     申込時及び記入いただいた書類等にて提供いただいた個人情報に関して

は、以下のように取り扱います。 

    （取り扱う個人情報） 

      氏名、住所、電話番号、メールアドレス、所属団体など 

    （個人情報の取扱目的） 

      明石市社会福祉法人連絡協議会事務局及び教室講師担当法人からの各

種お知らせ（各種講座のご案内、各種催し物のご案内など）と合わせて地

域福祉活動に活用させていただきます。  

○地域のサロンやＰＴＡなどグループで、子育ての相談会やこどもの栄養な 

どについての教室を開きたい（離乳食・こどもとのスキンシップなど） 

○自治会で、高齢者のひとり暮らしや認知症について一緒に学ぶ

機会をつくりたい（寝たきりの介護・洗髪の方法など） 

○親子で障がいのある方への理解を深めるための機会をつくりた

い（車いす体験・視覚障害者の体験など） 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.city.ebina.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/259/11724514550001167048823308_image1.jpg&imgrefurl=http://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shogaisha/kaigo/service/1003259.html&docid=f3qUlh7omS1tKM&tbnid=JYnSnI4fJSddLM:&vet=10ahUKEwj2usP045jdAhXWM94KHT1VDzcQMwhEKBEwEQ..i&w=318&h=286&hl=ja&bih=512&biw=1138&q=%E6%96%BD%E8%A8%AD%20%E7%94%BB%E5%83%8F&ved=0ahUKEwj2usP045jdAhXWM94KHT1VDzcQMwhEKBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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 ◆出前教室・テーマ 一覧◆ 

 

＊実施可能な日・時間帯は年末年始を除く 10時～17時の間となります。 

＊テーマは適宜更新します。明石市社会福祉法人連絡協議会ホームページで最新の内

容をご確認ください。 

 

分野 コード テーマ 実施(講師派遣)施設 

高齢者 

・ 

介護者 

Ａ-１ 地域住民向け介護講座 
特別養護老人ホーム清華苑 

老人保健施設清華苑養力センター 

Ａ-２ 腰痛予防研修会 
介護老人保健施設恵泉 

 

恵泉第３特別養護老人ホーム 

Ａ-３ 「良い介護施設の選び方」 

Ａ-４ 「コグニサイズ（脳と体の体操）をしましょう。」 

Ａ-５ 「音楽レクリエーションを通して認知症予防をしましょう。」  

Ａ-６ チーム特養「地域介護支援講座」 特別養護老人ホーム恵泉 

Ａ-７ 「認知症について」講習会 
恵泉第 2特別養護老人ホーム 

Ａ-８ 生活習慣講習レクリエーション 

学校 

・ 

学生 

Ｂ-11 中学～大学 介護・福祉出張授業 
特別養護老人ホーム清華苑 

老人保健施設清華苑養力センター 

Ｂ-12 「障害者支援について」勉強会 
明石市立木の根学園 

すたじおぽっち 

Ｂ-13 
福祉学習 

①「点字体験学習」 

明石市社会福祉協議会 
Ｂ-14 ②「歩行体験・介助学習」(アイマスク)  

Ｂ-15 ③「車いす移動体験・介助学習」 

Ｂ-16 ④「障がい疑似体験」 

里親関係 
 里親出前講座 

明石乳児院 
Ｃ-22 里親相談会 

ど な た で も 

 創作ワークショップ すたじおぽっち 

Ｄ-32 「健康講座」健康体操・栄養相談など 博由園 

Ｄ-33 車いす講習会 明石市社会福祉協議会 

 

 

 

 

 

 

Ｄ-31 

Ｃ-21 
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  「イベントや交流のために、施設の部屋を借りたい・地域に開放してほしい」こ

のような要望にお応えし、地域福祉活動や福祉団体・地域交流事業などの会場とし

て、一時的に貸出します。また、福祉活動・事業に役立つ各施設の機材・器具等も

貸出します。 

 

【お申込みいただける方】 

  市内在住・在勤・在学の方で構成された、５人以上の団体・グループ。 

  ※初回利用時のみ「明石市社会福祉法人連絡協議会協力団体登録書」が必要です。 

 

【申込み方法】 

  貸出しを行う各法人により、申し込みの受け付け方法が異なります。各種貸出し

の内容については、６ページから７ページの各種貸出し内容一覧に記載の内容をよ

くご覧のうえ、事務局へお申込みください。必ずお申込みの前に明石市社会福祉法

人連絡協議会協力団体登録の手続きをお願いいたします（P.2～3参照）。 

 

【貸出し条件】 

  利用料は無料ですが、施設の貸出しの場合、利用状況により光熱水費等を負担い

ただくことがあります。また、各法人により施設・備品の利用条件が異なりますの

で、貸出し内容の一覧をご確認ください。 

 

※注意事項 

  ア 施設・備品の貸出しは、法人の都合によりご希望に添えない場合もあります。 

  イ 同一団体による貸出し使用は原則として月１回とします。 

  ウ 利用時の様子を撮影したり、写真の提供をお願いする場合があります。写真

等は法人連絡協議会内各法人のホームページや情報誌等に掲載させていた

だく場合がありますのでご了承をお願いいたします。 

  エ 次の場合はご利用いただけません。 

    ●公の秩序を乱し、善良な風俗を阻害するおそれがあると認められるとき 

    ●政治・宗教、または営利などを目的とした利用であると認められるとき 

    ●その他貸出し目的に反すると認められるとき 

  

2.施設等の各種貸出しについて 

◆会議室・交流スペース等の利用について（施設貸出し） 

◆機材・器具等の利用について（備品貸出し） 
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◆各種貸出し内容一覧◆ 

 

 ＊表中に特に記載のない場合は、利用料は無料です。 

 ＊受付時間は、以下の表記にかかわらず、土・日・祝日・年末年始を除いている場

合がありますのでご了承ください。詳細は、直接お問い合わせください。 

 

 

 

特別養護老人ホーム
ウエルフェア・グランデ
明石

社会福祉法人　 山輝会

『会議室』

備　品

『鉄　　板』

お祭り等で使用できる鉄板を貸し出します。

施設貸出 特別養護老人ホームウエルフェア・グランデ明石内の会議室を
貸し出します。

住　所 北王子町13-41

お問い合わせ 078-929-2630

受付時間

住　所 大久保町大窪2752-1

お問い合わせ 078-934-1212

施設貸出

『地域交流ホール』

魚住町金ヶ崎704-6

大地の家内
「地域交流ホール」を貸し出します。

備　品

『テント』

受付時間

社会福祉法人　 明桜会

すたじおぽっち

『綿菓子機』

お祭り等で使用する綿菓子機を貸し出します。

イベント等で使用するテントを貸し出します。

お問い合わせ 078-220-7790

受付時間

施設貸出

『オープンスタジオ』

・月１回土曜日　要予約

障害者支援施設
大地の家

住　所
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社会福祉法人　 明石恵泉福祉会

備　品

『テント』

イベント等で使用するテントを貸し出します。

住　所 大久保町大窪3101-1

お問い合わせ 078-936-8003

受付時間介護老人保健
施設恵泉

8:55　～　17:40

『福祉学習教材の貸出』

社会福祉法人　 明石市社会福祉協議会

お問い合わせ 078-924-9105

『レクリエーション用具』

備　品

多種多様のレクリエーション用ゲーム等を貸し出します。
・レクリエーション用具
　ゲームの種類等についてはお問い合わせください。

『車いす』

外出、通院など、車いすを一時的に貸し出します。
・貸し出し期間
　３ヶ月まで

福祉学習用の教材を貸し出します。
・福祉学習教材
　車いす（10台）　　アイマスク
　白杖　　　　　　　　携帯用点字板

・利用期間
　１週間程度

『イベント・お祭り用品』

明石市
社会福祉協議会

イベント・お祭り用品を貸し出します。
・イベント用品
　たこ焼き器　　　　　もちつき用具
　クリスマスツリー 　サンタ服　　　　など

住　所 貴崎1丁目5-13

受付時間

ゆたか保育園

ゆたか福祉会

『子育て支援室』

施設貸出 火・水・木曜日
ゆたか保育園内の子育て支援室を開放します。

社会福祉法人　

住　所 藤江756-1

お問い合わせ 078-922-3545

受付時間
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大久保保育園

園庭開放施設

所　在　地

開　放　日

園庭開放について

各施設において、保育施設に通っていない児童が遊ぶことができる「園庭開放」を実施し
ています。
行事等により実施日が変更となる場合があります。利用については各施設にお問い合わ
せください。

お問い合わせ

078-936-1471

大久保町大窪1865-7

魚住町清水35

なすみ保育所

第2なすみ保育所

まどか保育園

明光保育園

ゆたか保育園

和坂保育園

ハンプティダンプティ保育園

木曜日　10:00～12:00

水曜日

水曜日

木曜日

和坂1-15-1

078-927-5110

藤江756-1

078-922-3558

3078-942-1702

魚住町住吉1-7-25

078-915-7145

月～金曜日
４月～９月　10：00～18：00
10月～３月　10：00～17：00

第2・4木曜日　9:30～11:00

水・土曜日　9:30～12:00

水・土曜日　9:30～11:30

二見町西二見1604-1

078-945-0721

大久保町大窪347-1

078-936-9527

西新町1-13-1

078-927-5776
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■利用可能な所在地 

 

№ 法人名 中学校区 小学校区 施設名 所在地 電話

1 大久保保育園 大久保北 山手 大久保保育園 大久保町大窪1865-7 936-1471
2 竹の子福祉会 野々池 沢池 さわの保育園 鳥羽1760-3 929-3801
3 魚住 清水 なすみ保育所 魚住町清水353 942-1702
4 魚住 錦浦 第2なすみ保育所 魚住町住吉1-7-25 915-7145
5 八葉会 大久保北 大久保南 わかば保育園 大久保町わかば8-12 935-2040
6 まどか福祉会 大久保北 山手 まどか保育園 大久保町大窪347-1 936-9527
7 明光福祉会 衣川 王子 明光保育園 西新町1-13-1 927-5776
8 山手台保育所 高丘 高丘西 山手台保育所 大久保町山手台3丁目5番地 936-4425
9 瑠璃光福祉会 大蔵 人丸 太寺保育園 太寺2丁目10-35 911-3753
10 ゆたか福祉会 望海 藤江 ゆたか保育園 藤江756-1 922-3545
11 和坂福祉会 野々池 和坂 和坂保育園 和坂1丁目15-1 927-5110
12 日の出福祉会 野々池 鳥羽 あかし虹保育園 明南町1丁目8-8 939-5224
13 みっくす社会福祉会 大久保 大久保 みつばこども園 大久保町大久保町827-1 936-3282

14 明育 大久保北 山手
フルーツバスケット
保育園

大久保町西脇356-1 224-5350

15 ひとまる会 高丘 高丘東 明石乳児院 大久保町大窪2752-1 936-1419
16 明石愛老園 魚住東 錦が丘 明石愛老園 魚住町錦が丘2丁目6-8 946-2252

17 衣川 王子
特別養護老人ホーム
ウエルフェア・グランデ明石

北王子町13-41 929-2630

18 江井島 江井島
特別養護老人ホーム
プライム江井ヶ島

大久保町江井島1693-2 937-1255

19 誠和会 魚住東 魚住 特別養護老人ホームうおずみ 魚住町金ケ崎1609-9 948-3020

20 二見 二見西
特別養護老人ホーム
ペーパームーン

二見町西二見1601-1 945-0701

21 二見 二見西 グループホームブーフーウー 二見町西二見1601-1 945-0701
22 二見 二見西 ハンプティダンプティ保育園 二見町西二見1604-1 945-0721

23 高丘 高丘東
特別養護老人ホーム
清華苑

大久保町大窪3104-1

24 高丘 高丘東
老人保健施設
清華苑養力センター

大久保町大窪3107-5

25 高丘 高丘東 障害者支援施設大地の家 大久保町大窪2752-1 934-1212
26 高丘 高丘東 明石市立木の根学園 大久保町大窪2752 918-5572
27 衣川 林 サポートセンター貴和 田町2丁目3-3 921-0168
28 二見 二見西 サポートセンター双葉 二見町西二見605-2 941-5471
29 魚住東 錦が丘 サポートセンター翔 魚住町長坂寺740 946-0544
30 大久保北 山手 サポートセンター曙 大久保町西脇726 935-0004
31 魚住東 魚住 すたじおぽっち 魚住町金ヶ崎704-6 220-7790
32 錦城 明石 相談支援事業所オアシス 東仲ノ町3-25 915-0622

33 高丘 高丘東
やまゆりの家
あいすくりーむの家

大久保町大窪2752-1 224-5388

34 明和会 朝霧 松が丘 スプリングテラス明舞 松が丘4丁目1-43 911-5151
35 友愛の里 高丘 高丘西 特別養護老人ホーム友愛園 大久保町大窪2603-550 934-5028
36 高丘 高丘東 介護老人保健施設恵泉 大久保町大窪3101-1 936-8003
37 高丘 高丘東 特別養護老人ホーム恵泉 大久保町大窪3101-2 936-8160
38 高丘 高丘東 恵泉第2特別養護老人ホーム 大久保町大窪2813 938-6933
39 高丘 高丘東 恵泉第3特別養護老人ホーム 大久保町大窪2820 934-9111
40 高丘 高丘東 第2ケアハウス恵泉 大久保町大窪2818 938-2600
41 博由社 高丘 高丘東 障害者支援施設博由園 大久保町大窪2573-16 936-7335
42 すみれ福祉会 朝霧 松が丘 松が丘すみれ園 松が丘北町1074-1 915-0027

43 三田谷治療教育院 二見 二見
児童発達支援センター
明石市立あおぞら園

二見町東二見1836番地の1 945-0280

44 博愛福祉会 魚住 清水
少人数個別対応型デイサービス

ゆとり庵魚住
魚住町西岡2142 944-0707

45 大久保 大久保南 ハッピークラフト 大久保町ゆりのき通1-5-27 934-1201
46 大久保 大久保南 ほほえみ 大久保町ゆりのき通1-5-27 934-1201
47 魚住 錦浦 ハッピークラフト魚住工房 魚住町中尾605-1ﾊﾟﾃｨｵ明石306号 947-7005
48 明石市社会福祉協議会 望海 貴崎 明石市社会福祉協議会 貴崎1丁目5-13 924-9105

山輝会

姫路文化福祉会

なすみ保育所

934-0800

ゆほびか

明桜会

明石恵泉福祉会

三幸福祉会

黒字：高齢、緑字：障がい、青字：こども 



  



 

本ガイドブックに関するお問い合わせは、 
明石市社会福祉法人連絡協議会 まで 
 

【事務局】 社会福祉法人明石市社会福祉協議会 

     〒673-0037 明石市貴崎１丁目５-13 明石市立総合福祉センター内 

     電話 078-924-9105  FAX  078-924-9109 

     メール：akashi-houjinrenkyou@akashi-shakyo.or.jp 

ホームページ http://hottokahen-akashi.com 
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