事
務
連
絡
令和３年３月１日
各 区 長

様
三木市立総合隣保館長

「隣保館だより」の回覧について(依頼)
早春の候、貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお喜
び申しあげます。
日頃は、隣保館事業の推進につきまして格別のご理解ご協力を賜
り、厚くお礼申しあげます。
さて、「隣保館だより」の全戸回覧について、お忙しいところお
手数をおかけしますが、ご協力いただきますようお願いいたします。
記
１

送 付 物

隣保館だより

２月号及び３月号

２

送付部数

回覧部数分

３

連 絡 先

三木市志染町吉田８２３
三木市立総合隣保館
℡ ８２－８３８８ 担当：赤松・橘田
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お問い合わせ

TEL

82-8388

FAX

82-8658

E-mail

jinken@city.miki.lg.jp
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箕田尚さんの

｢野宿生活者の実態
と支援の現状｣
～ホームレス支援団体｢ビッグイシュー基金｣を中心とした民間の支援～

🏠 ｢ステイホーム｣から見えてきたこと
昨年４月、コロナウイルスの感染拡大による
緊急事態宣言が発出され、「ステイホーム」が
呼びかけられました。そのことで様々な問題が
見えてきました。
安心できる人間関係であるべき家庭での
DV や児童虐待の増加が伝えられていますし、
住まいの広さ・設備による
格差、つまり、学習環境による
【学力格差】が生じるという
問題があります。
また、住宅を失う問題も生じています。
①コロナ禍によって住まいを無くした人

です

米コカ・コーラ財団が寄付した約５千万円
の基金をもとに、住宅を自分名義で賃貸契
約するための初期費用最大３０万円を支援
しています。アパートなど住所があると公的支
援も受けやすく、求職もしやすくなります。
緊急事態宣言の中、(一社)つくろい東京フ
ァンドには、５月末までに１７０件の相談があ
り、感染リスクを考慮した個別の対応を進め、
生活再建の第一歩として宿泊支援や公的
支援につなぐ取組を進めています。
また｢東京アンブレラ基金｣では、
ホームレス状態にありながら見えにく
い人々に対する住宅支援もしています。

➁派遣契約が更新されず社員寮を出た人

･理解が得られず家を出た LGBT の若者

③住宅ローンが払えず居場所がなくなった人

･行政の住宅支援を打ち切られた原発事故避難者

④ネットカフェが閉鎖され居場所がなくなった人

･遠い国から日本に逃れてきた難民の外国人

これら住宅の退去を余儀なくされる人への
公的支援として、自治体が公営住宅を提供
したり 一時的に宿泊場所を提供 したりし
て、その後の生活再建に向けて居宅支援や
就労支援を行うこともあります。野宿生活
の場合は、支援情報が届かず、国の特別定
額給付金等の支援が得られにくいのです。

🏠 民間の支援とは
そんな中、昨年８月ホームレス支援団体｢ビ
ッグイシュー基金｣を中心に東京や大阪で
生活困窮者を支援する約２０の支援団体
が連携し、次のような活動を始めました。

･人身取引の加害者から逃げてきた女性たち
･家庭や学校に居場所のない中高生

このような緊急事態に陥った人、背景を持
つ人たちが、今夜、雨露をしのげる場所を求
めています。そこで、この団体では、民間の空
き室を借り上げ提供する活動に取り組んで
います。『福祉は住居に始まり、住居に終わ
る』を念頭に公的支援制度の充実と生存権
の保障に向けた活動を進めているのです。
コロナ禍の中、生活困窮者への生活再建
に向けた公的支援や民間の支援が進められ
ていることに心を寄せたいものです。

人権の小窓
｢野宿生活者の実態
と支援の現状」
～神戸ＹＷＣＡ分室の夜回りの活動に参加して

💛 神戸ＹＷＣＡ分室の夜回り活動
毎月２回、野宿生活をされている方を
訪問し、何か必要なものはないか？困り
ごとはないか？などを尋ね、おにぎりや
パン、いまの季節なら携帯カイロ、マスク、
温かいコーヒーなどを提供し、また必要
であれば衣類や肌着などを手渡します。
状況に応じて病院の紹介や生活支援の紹
介をすることもあります。
ボランティア活動なので、各々の仕事
を終えてメンバーは夜に集まります。神
戸ＹＷＣＡ分室の代表が中心となって事
前ミーティングを行い、その日に必要な
ものを準備して１台の車に３～４人乗り
合わせ、夜の７時頃から神戸の東方面の
待ち合わせ場所や野宿生活の場所を個別
訪問するのです。
💛 「神戸冬の家」をきっかけに
友人から誘われて参加した「神戸冬の
家」の炊き出しボランティアをきっかけ
に活動が広がりました。
「神戸ルミナリエ」
会場の東遊園地（公園）で、阪神淡路大震
災以来、年末年始にかけて「神戸冬の家」
の炊き出しな
どの支援活動
がありまし
た。参加すると、日替わりでいろいろなボ
ランティア団体が炊き出しを行い、野宿
生活者を中心に温かい昼食を無償で提供
するのです。ボランティアの皆さんと大
きな鍋で２５０食ぐらい調理します。お
昼の配膳の時間になると、普段、ほとんど

令和 3 年 2 月

（２２５）
み

手話通訳者

の

だ

たかし

箕田 尚

２００１年、京都の手話サークル「たけのこ」に入会。
２０１２年三木市内に転勤。同年より手話サークル「みき」に
入会し活動している。

見かけたことのない野宿生活であろう方
が、２００人以上集まって列をつくって
並ばれます。列の中には高齢の女性の方
もいました。
「野宿生活者ってこんなに多く居てはる
のか･･･」と正直驚きました。
そこでお手伝いをしているときに、夜
回りで野宿生活者支援をしている団体が
あることを知り、神戸ＹＷＣＡ分室の活
動に参加するようになりました。
💛 野宿生活者訪問(夜回り)に関わって
実際に夜回りの野宿生活者支援に関わ
ってからも驚くことがたくさんありまし
た。公園の中で、おそらく拾ってきたであ
ろうマットレスを寝床にして暮らしてい
る方や、雨露をしのぐため歩道橋の下で
段ボールを敷いて寝泊まりされている方
など、都会の片隅で、実際に暮らしている
のです。
この方々を個別に訪問して支援する中
で、神戸ＹＷＣＡ分室の代表が近況や個
人のニーズを訊いてまわります。
とある野宿生活者は、
「地域住民からの
苦情でここに警察が来て、
『移動しろ』と
言われたけど移動する場所などあらへん」
と愚痴をこぼしていました。また別の野
宿生活者は、「きょうは仕事があって、
3,000 円もらったから、助かった」と嬉
しそうに話されていました。どんな仕事
か知りませんが、一日働いてた った
3,000 円とは、本当に驚かされます。
このような方たちのために、公的支援
施設として「更正センター」や「更正援護
相談所」があり、受け入れと共に生活相談
もできます。そこへ神戸ＹＷＣＡ分室の

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･エレベーターで混んでいる時、妊婦さんが乗れなくて困っていた時、小学生ぐらい
の子がお母さんに「階段でいこ！」と声をかけて、お母さんと一緒にエレベーターを降りていった時

皆さんと施設見学に行ったことがありま
す。実際に足を運んで見ると、寝室は間仕
切りがなく､一列に並んだ布団の部屋や
間仕切りのない二段ベッドが多数並ぶ部
屋で、おおよそ施設内でのプライバシー
は無いようでした。支援対象者に施設の
ことを勧めても「あそこはいやや」と自ら
断るケースも少なくないのです。
そのような野宿生活から自立された方
もいらっしゃいます。
神戸冬の家の炊き出しボランティアで、
私は配膳後に回収したお皿とコップを洗
う係を担当していました。見知らぬ者同
士で他愛のない話をしながらお皿を洗っ
ていると、当日同じ係をしていたオッち
ゃんが・・・
「ワシな、昔はここで（配膳
を）もらうほうやってん」と話し始めまし
た。聞けば野宿生活は長かったみたいで
すが、生活相談支援で何とかアパートを
借りられるようにまでなったそうです。
そのオッちゃんが言うには「ここで世
話になったから、恩返しで炊き出しボラ
ンティアに来てるんや」と酒焼けした笑
顔でおっしゃっていました。そのオッち
ゃんは毎年、神戸冬の家の炊き出しボラ
ンティアに参加されています。
それぞれ抱えている悩みや問題などは、
さまざまです。何かがきっかけで、野宿生
活を強いられるようになり、何かがきっ
かけで支援される側から支援する側にな
る。支援する側になったオッちゃんのよ
うに、ひとりでも多くの方が、そのような
機会に恵まれることを願って止みません。
💛 コロナ禍での野宿者支援について
２０２０年の３月頃からコロナウイル
ス感染拡大のため、私たちの生活様式も
かなり変わってきましたし、何かと不便
を強いられることも（マスクの品薄など）
ありましたが、野宿生活者には、もっとし
わ寄せがあります。例えば、国からの特別
給付金(10 万円)も、住民票がないという
理由で野宿生活者には給付がされません

でした。この冬の越年・越冬活動である
「神戸冬の家」の炊き出しも、密になるこ
とを避けるため、野宿者へは、おにぎりと
カップ麺の支給のみと、大幅に規模が縮
小されました。感染拡大予防のためにテ
ントの下での温かい食べ物の調理及び配
膳ができなくなったのです。
💛 私の願い･･･
野宿生活者（あえて
ホームレスとは言い
ません）の話になる
と、どうしても「自己
責任論」になります。
「働く気がないから野宿生活になるの
だ。まともに働かない、おまえが悪いのだ」
になってしまいがちです。個人情報にな
るので、詳しく伝えることはできません
が、野宿生活の方々はいろいろな事情を
抱え、今の生活を余儀なくされているの
です。誰一人として自ら望んで野宿生活
や病気などになった人はいないのです。
神戸冬の家で、亡くなった野宿生活者
の方々の追悼集会をした時、お坊さんの
法話でこんな言葉がありました。
「花を花と呼ぶなかれ、
木を木と呼ぶなかれ」
そう、私たちはどうしても総称として
「野宿者」
「ホームレス」と言ってしまい
がちです。でも、その人には名前があるの
です。個々に事情を抱え、そういった生活
を余儀なくされている〇〇さん（個人名）
なのです。
神戸ＹＷＣＡ分室の個別訪問では支援
する時、その人の「名前」でお声がけをし
ています。置かれる立場こそ違うけれど、
個々に〇〇さん△△さんと呼び合い、お
たがいの人権を当たり前に尊重し合って
いるのです。
これは夜回りに参加して、私が一番強
く感じたことです。
「花を花と呼ぶなかれ、
木を木と呼ぶなかれ」

妊婦さんが「ありがとう」と声をかけても、小学生ぐらいの子は「ニコッ」と笑うだけで去っていった時、「人を想える子だな」
「私もこうならないと」と思い、小学生の後を追い、降りました。 （ゆゆうた） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より
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曜

催し・講座など

日

曜

1

月

2

火

経営相談

15

月

16

火

3

水

子育てキャラバン

17

水

4

木

手芸教室

18

木 手芸教室

5

金

6

土

経営相談 10:00～
書を楽しむきらきら教室
茶道教室 9:00～

19

金

20

土 茶道教室

7

日

21

日

8

月

22

月

9

火

23

火 天皇誕生日

10

水

24

水

11

木

25

木

12

金

26

金

13

土

27

土

14

日

28

日

経営相談

10： 00～
10:00～

13:30～

13:00～

10:00～

建国記念の日

【人権に関する記念日等】（２月）
21 日 国際母語デー 言語と文化の多様性、多言語
の使用、あらゆる母語の尊重の推進を目的として、
ユネスコが 1999 年に制定。

催し・講座など

◆日

時

日

時：２月２６日(金)

会

場：三木市立総合隣保館

◆訪問先

参加費：3,500 円
持ち 物： はさ み、円 形の花器 (直 径１８ cm、
高さ５～６cm)
申し込み：2 月 2０日(土)までに隣保館へ 82-8388
①「私たちは若く自由だ」
⇒「私たちは 一つで 自由だ」に
➁「汝の息子全ての中に流れる真の愛国心」
⇒「 われわれ全てに 流れる真の愛国心」に

国家の歌詞変更に込めた平等と敬意
①は､今年、国家の歌詞を変更したオーストラ
リアです。英国人の入植後に建国されたが、先
住民アボリジニはそれ以前から歴史を刻んでき
た。今こそ敬意を表すべきだと。➁は 3 年前に
変更したカナダの歌詞。ジェンダー間の平等を
訴えて変更された。社会の多数派は、鈍感だ。
コロナ差別など、誰かを傷つけていないか、私
たちに問われている。
（いずれも神戸新聞の記事参照）

13:00～

9:00～

3 月 13 日（土）
8 時出発～18 時解散

◆集

大会議室

茶道教室

奈良フィールドワークのご案内

募集 フラワーアレンジメント教室
「おひなさま」 講師：田中真紀さん
午後７時００分～

13:30～

合

三木市文化会館駐車場
（三木市立中央図書館前）

奈良へ
( 人権推進課・三同教合同開催)

① おおくぼまちづくり館(橿原市)
※集落ごと移転させられた地区の歴史
と新たなまちづくりに学ぶ

② 水平社博物館（御所市）
※水平社創立に至る経過や部落解放運
動に立ち上がった青年の思いに学ぶ

◆参加費 2,５00 円（昼食代・保険代等）
◆定 員 ２５名
◆受 付 ２月１５日(月)～
３月５日(金)正午まで
（申込者多数の場合は抽選)

【問い合せ先】三木市立総合隣保館または
三木市人権・同和教育協議会まで

TEL. ０７９４－８２－８３８８
FAX. ０７９４－８２－８６５８

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで
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英語・中国語・ポルトガル語・ベトナム語
アラビア語・スペイン語・やさしい日本語

～外国人のための生活情報誌～
三木市が発行している｢まえむきに｣
(7 言語で記載)は次のような内容です。
①市役所ですることが多いです。だから後で困りません。
・転出届、転入届、転居届、出生届、年金の手続き
➁日本のごみ捨ては難しいです。だから日本はきれいです。
・指定ごみ袋あり（可燃ごみ、資源プラスチック）、収集日
③日本には生活するルールが多いです。だから日本は安全です。
・自転車に乗る時、夜は静かに
④困っていたら教えてください。みんなで助けます。
・くらし、仕事、子ども、ひどいことなどの相談
⑤家の近くの人にあいさつしましょう。みんな親切です。
・自治会のこと

危機管理課では、２０１４年から『安
全・安心のまち「三木市」へようこそ』
のチラシを転入した外国人の方に配っ
ています。また、２０１９年には指さ
これは、自然災害から身を守る「防災」に関するチラシです。
１ 三木市での生活
２ 三木市での生活が始まったら

※台風や大雨のときは
(気象情報に注意、避難情報、
避難する時間がない時）

※地震が起きたら
(家族の安否確認、火事にならない
ための対策、出口を確保、屋外へ避難、避難所へ避難)

※日頃からの備え
(ご近所づきあい、近くの避難所の確認、非常時の持ち
出し品の準備、家具の固定)

しで話す「コミュニケ 痛
ーション支援ボード」 아픕니다
Tôi cảm thấy
を作成しました。
Está doendo

đa u.

無料

jinken@city.miki.lg.jp

次ページは

｢災害発生時の
コミュニケーション
方法」です

災害時に私たちが防災情報を得たい
時は、ひょうご防災ネットが便利です。
（スマートフォンアプリ版登場！）
このアプリをダウン
Android
の方は
ロードすると、三木市
や神戸市西区など、指
定した市町の緊急情報
や、地震、津波、気象
iOS の方は
警報などの防災に関す
る様々な情報を得るこ
とができます。また、
12 の言語への自動翻
訳、音声読み上げ機能もあります。
災害時に外国人の方と意思疎通を図
りたい時は、 多言語指さしボードが便
利です。これは、兵庫県国際交流協会
及び自治体国際化協会のホームページ
からダウンロードすることができます。
また､音声翻訳アプリが便利です。
相手の言語に翻訳され、音声も出ます。

人権の小窓
｢災害発生時の
コミュニケーション方法」
～ 日常 の つな がり を大切 に～

日本で暮らす外国人は、全国で約２９３
万人以上、兵庫県内で約１１万人以上とな
りました。近年、自然災害が増える中、実
際に日本人と同様に多くの外国人が被災者
となるケースが増えています。
当協会では、昨年１０月に(一財)自治体
国際化協会と協働し、災害時における外国
人支援の取組のひとつとして、避難所で外
国人とのコミュニケーションに役立つ｢多
言語指さしボード｣を作成しました。

◎ 災害時の外国人住民の不安
2016 年に起こった熊本地震の外国人
被災者支援活動報告書では、自国で地震を
経験したことがなく、地震への恐怖と今後
の予想ができない不安や、避難所内で情報
が日本語ばかりで孤立感を感じたことな
どが報告されています。
つまり、自然災害の少ない国や文化や習
慣が異なる場合、災害や防災に関する情報
が少ないことや防災訓練などの体験に違い
があると考えられます。
揺れを感じたら姿勢を低くして机やテー
ブルの下に入って頭を守るといった行動も、
訓練の経験がなければとれず、揺れを感じ
たら驚いて立ちすくむ人もいるでしょう。
また、災害で自宅が被災し避難所に行く
ように勧められたとしても、一定の期間、
避難生活を送るための場所だということを
知らなければ、安心して避難所に行くこと
ができないかもしれません。

◎ 災害時の避難所スタッフの戸惑い
一方で、避難所のスタッフも被災した
外国人が避難してきた時に、どう対応し

（２２６）

令和 3 年３月

（公財）兵庫県国際交流協会
む ら か み

企画広報課長

き

り

こ

村上 桐子

幼少期を米国ニューハンプシャー州で過ごし、現地の学校で
E S L(外国人児童に対する英語指導)のサポートを受けたこと
をきっかけに在住外国人支援に関心を持つ。2018 年から現職。
多言語での情報発信や避難所で使える「多言語指さしボード」
の開発など、災害時における外国人への支援の取組に携わって
いる。（一財）自治体国際化協会認定 多文化共生マネージャー。

てよいか戸惑うことが予想されます。災
害発生から時間が経過すると、多言語で
の情報提供や、通訳者の派遣などの支援
体制が整ってきますが、それまでの間、
･日本語が分かるのだろうか？
･何語を話すのだろうか？
･困っている様子だがどうしたのだろうか？

と、聞きたくても聞けない、伝えたくても
伝えられないという状況が起こり得ます。
そこで、スタッフと外国人避難者双方
の不安を少しでも軽減する方法を、災害
対策の担当者や災害時の外国人対応の専
門家と一緒に考えてきました。

◎ 三木市のコミュニケーション支援ボ
ードをヒントに･･･
そんな時に皆さんがお住まいの三木市
役所危機管理課が｢コミュニケーション
支援ボード｣を作っていることを知りま
した。
同ボー
ドは、
聴覚や
言語などに
障がいのあ
る方や、日本語の苦手な外国人、小さい子
どもや高齢の方などに言葉で伝えること
が難しい場合に、指さしでコミュニケー
ションをとることを目的にしています。
これをヒントに、災害時に避難所で最
低限の意思疎通を図れる指さしのボード
があれば、避難所のスタッフも被災外国
人も安心ができるのではないかと考え、
避難所で使える「多言語指さしボード」を
作成することにしました。

【テーマ:～心あたたまるあの場面～】･･･ある雨の日、小３の女の子が１人で下校していました。それを見た中１の男の子。部活
で疲れ、カッパもなく濡れてしまう状況でも、〝１人は危ないし、さみしいだろう″と考え、自転車をおして、女の子のペースに合わせて、

◎ 「多言語指さしボード」とは･･･
この「多言語指さしボード」は、
英語、中国語（簡体/繁体）
、韓国語、タガログ語、
ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ロシア
語、ベトナム語、タイ語、ミャンマー語、インド
ネシア語、ネパール語、やさしい日本語

の１４言語に対応し、３種類のボードに
よって構成しています。

１枚目は、ボードの使い方と使用する
言語の確認ができます。
２枚目は、避難所スタッフ用です。
３枚目は、被災外国人用です。
「持病があります」とか「お祈りがしたい
です」といった伝えたいこと
や

「水」
「くすり」といった欲しいものリス

トを載せています。記載する項目につい
ては、外国人コミュニティ団体や避難所
運営に携わる自治会の方々の協力を得な
がら選定しました。

県内の避難所で災害時に活用していた
だけるよう、県内４１市町の防災担当部
署や市町国際交流協会にラミネート加工
したサンプルを送付し、12 月には担当者
を対象とした研修会を実施しました。

◎ やさしい日本語で
災害時には、
「避難」
「給水」
「炊き出し」
といった普段は聞くことが少ない言葉が
多く使われます。ですから「逃げるところ」
といった分かりやすい日本語で伝えるこ
とも必要になってきます。地域で暮らす
外国人が増えるなか、平時から多言語で
の情報提供に加え、難しい言葉を分かり
やすく言い換えるなど相手に配慮した
｢やさしい日本語」の活用が期待されてい
ます。

◎ 日常のつながりを大切に
災害時の助け合いには、日頃からのつ
ながりも大切です。近所の人から「困った
ことはないか」と声をかけられたり、災害
の状況を分かりやすく説明してもらった
りするだけで不安も少なくなるでしょう。
また、助けられるだけでなく、自分も困
った人を助けるなど、何かしたいと思う
外国人もいます。それで、このボードには、
避難所内のことについて手伝うことが可
能か尋ねる項目を入れています。

「多言語指さしボード」が、地域で暮ら
す外国人住民も災害時には被災者となる
可能性があること、言葉がわからず、より
大きな不安を抱える人たちがいることに
ついて考えるきっかけとなり、日常のつ
ながりの一助となれば嬉しいです。
＜参考文献＞ ◎一般財団法人熊本市国際交流振興事業団
（2019）
『2016 熊本地震外国人被災者支援活動報告書(第三
版)多文化共生社会のあり方～発生から３年、学びを未来へ～』
◎一般財団法人熊本市国際交流振興事業団、出入国管理庁・文
化庁（2020）
『在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン』

嫌な顔ひとつせず、家まで送ってあげようとしていました年齢・性別を越えた心のつながり、優しさに触れ、みならわないといけない。そして、
そのつながりを大切に大人になってほしいと強く思いました。 （早紀） 市民が創る まあるいココロ あったかメッセージ’１９より
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経営相談

経営相談

三木市国際交流協会

13:00～

10:00～

10： 00～

多文化共生に向けた

～出前講座のご案内～
学校や地域に出向き、母国の文化や日本での生活とのちが
いなどの身近なことを、わかりやすくお話していただきます。
開催時間はご要望に応じます。ぜひご利用ください。
【お問合せ】三木市国際交流協会事務局
TEL&FAX：0794-89-2318 まで

①三木市の国際交流について･･･

三木市国際交流協会の取り組みについて
お話します

※三木市国際交流協会事務局:30 分から
➁ 外国人とお話ししてみよう･･･

日本に来てよかったことや困ったこと
をリレートークします

※インドネシア・ベトナム・中国
タイ･シリア･ブラジルの方など:30 分から
③外国人による母国紹介･･･

外国人住民がそれぞれの母国について
紹介します

※インドネシア・ベトナム・中国・タイ
シリア・ブラジルの方など：30 分から
④世界の料理教室･･･

母国の料理やお菓子を紹介しながら、
一緒につくります。

（材料費はご負担ください。）
※インドネシア・シリア・ベトナム・中国
タイ･ブラジルの方など:1.5 時間～2 時間

催し・講座など
10： 00～

10： 00～

【人権に関する記念日等】（３月）
３日：全国水平社創立記念日 1922(大正 11)年3 月 3
日、京都・岡崎公会堂で、部落差別からの解放を自
らの手で勝ち取ろうと全国水平社が結成された。
：耳の日 1954(昭和29)年、耳に関心を持ち、耳を
大切にするために、また、耳の不自由な人々に対す
る社会的な関心を盛り上げるために制定。
８日：国際女性の日 1904(明治37)年3 月 8 日にアメリ
カで、女性労働者が女性参政権を要求してデモを起
こした。1910(明治 43)年に「女性の政治的自由と
平等のためにたたかう」記念日とするよう提唱した
ことがきっかけ。
21 日：国際人種差別撤廃デー 1960(昭和35)年 3 月
21 日、南アフリカで、人種隔離政策（アパルトヘイ
ト）に反対するデモ行進に対して警官隊が発砲し 69
人が死亡。国連が人種差別に取り組む契機となった。
1966(昭和 41)年の国連総会で制定。

３月は【自殺対策強化月間】です

【あなたの悩みや心配事を
聞いてくれる人がいます】

｢三木市こころの相談窓口｣
月曜～金曜：9：00～１７：００ 祝日は除く
電話番号
0794－89－2471

※相談は無料で、秘密は厳守します。

「兵庫いのちと心のサポートダイヤル」
午 後 6 時 から午 前 8 時 30 分 （土 日 祝 は 24 時 間 ）

電話番号

078-382-3566

催し物等に関するお問い合わせは総合隣保館（℡82－8388）まで

