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ボランティアフェスティバル開催ボランティアフェスティバル開催ボランティアフェスティバル開催
開催場所が
変わりました！

なかよし保育園の園児たちによる出し物や、
ボランティアグループによるイベント、音楽の
生演奏もあります。

車椅子体験や、
手話体験、
高齢者疑似体験が
できます。

スタンプラリーや
お楽しみ抽選会も
あるよ♪

みなさんお誘いあわせの上
お越しください。

主なボランティア内容 … 準  備▶テントの設営や資材の納入
　　　　　　　　　　   当  日▶模擬店での調理や運営ボランティア

詳しくは泉佐野市社会福祉協議会までご連絡下さい。

社協ボランティアセンターでは、当日と前日の準備でボランティアを募集しています。

（写真は前回の様子）市内で行っている
ボランティア活動の
パネル展示あり！！

募集

模擬店も予定しています。

６月1日（土）
11：００～14：００

エブノ泉の森ホール
　花の歩廊（生涯学習センター・歴史館前）

ボランティアに
ふれよう！！

楽しく

第8回

場所

色々体験コーナー

小雨
決行



（ 2 ） 泉 佐野市社協だより

　国では、平成28年6月2日に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」に基づき、子ども・高齢者・障がい者などすべて
の人々が地域・暮らし・生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を提唱しています。
　上記のことから、泉佐野市においては、本年度に基幹型の包括支援センターを1ヶ所、来年度に生活圏域（中学校区）に地
域型の包括支援センターを配置する予定となっています。
　本会については、平成18年度から受託している高齢者の総合相談としての「地域包括支援センター」、平成26年度から受託
している障がい者の総合相談としての「基幹相談支援センター」を一元化させた「基幹型地域包括支援センター」を受託し、
今年度から新たに生活困窮者支援・子育て支援・自殺相談などの業務を市から受託し、世帯全体の複合化・複雑化した課題
を包括的に受け止める“丸ごと”の地域づくりに取り組みます。
　さらに、介護保険法に基づき、昨年から受託配置している第1層生活支援コーディネーター1名に加え、新たに第2層生活支
援コーディネーター2名を受託配置することにより、“我が事”の地域づくりに取り組みます。
　しかしながら、生活圏域に配置される地域型包括支援センターについては来年度からの配置となることから、現在の事務
局体制で可能な業務について市と協議し優先順位を考慮するなどして展開してまいります。

住民主体の組織である社協の核となる理事・評議員
と職員の連携を深め、組織強化を図ります。
◆理事会・評議員会・監査の実施
◆研修会の開催

市内14地区福祉委員会およびその支部福祉委員会
をはじめとした地域の活動主体への支援を通じて、
地域の支えあい活動の推進を図ります。
◆連絡会等の開催
◆講習会・講座・研修会等の開催
◆地域福祉活動計画の推進
◆社会資源の把握と情報発信　等

◆災害時避難行動要支援者に対する個別避難支援
計画策定支援
◆災害ボランティア事前登録事業の推進
◆被災地への職員やボランティアの派遣　等

◆ボランティアセンター事業
◆善意銀行事業
◆サロン・ド・ボランティア推進事業
◆ボランティアグループ支援事業
◆居場所と交流機会の提供
◆各種イベントの開催

◆心配ごと相談所の開設

◆基幹ＣＳＷ機能
　・・・連絡会議の開催など、各中学校区に配置されて
　　いるＣＳＷのとりまとめ
◆新池中学校区担当ＣＳＷ

◆福祉車両及び車イスの貸し出し
◆「おたがいさまの会」の実施

◆地域包括支援センター事業（※）
◆認知症施策総合推進事業（※）
◆介護支援サポーター事業

◆基幹相談支援センター業務（※）
◆障がい者虐待防止センター業務（※）
◆権利擁護支援センター業務（※）
◆障がい者支援区分認定調査業務

◆大阪府生活福祉資金等の貸付相談・申請窓口業務
◆生活困窮者自立相談支援事業〔4月より※〕

3月26日評議員会にて、平成 31年度泉佐野市社会福祉協議会事業計画・予算が承認
　平成30年度第4回評議員会にて、平成31年度社会福祉協議会事業計画および予算が承認されました。

事業計画・予算の詳細は、本会ホームページにて公開しています。

〔１〕法人運営関係

〔２〕地域福祉事業の推進

〔３〕災害に強い街づくり事業の推進

〔4〕ボランティアセンター事業の推進

〔５〕総合相談事業の推進

〔６〕コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）事業の推進

〔７〕在宅福祉活動の推進

〔8〕高齢者世帯への支援

〔９〕障がい者世帯への支援

〔10〕経済的困窮世帯への支援

平成31年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）平成31年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）



平成31年度　事業別予算［支出］
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10月より受託する「子育て世代包括支援センター事
業」等は、産前から子育て世代に関わり、社会的援護
を要する家庭の発見・相談・専門機関の紹介などの情
報提供を行う。

◆共同募金運動（10月～12月）
◆歳末たすけあい運動（12月）

10月から受託する「地域自殺対策強化事業」は、家庭
や職場以外の多様なつながりの存在が自殺を踏みと
どまらせるセーフティーネットになるという理解のも
と、様々な機関と協力して、地域づくりを進めていく。

◆社協だよりの発行　年6回
◆ホームページ等による福祉情報の発信
◆組織構成会員に対する社協備品の貸し出し

社協の日々の活動や様々
なイベント・ボランティア
情報などもりだくさん。
ぜひごらんください！

下記の事業（事業計画の※部分）を一体的に受託して実施するものです。
 ○地域包括支援センター事業等
 ○基幹相談支援センター事業等
 ○生活困窮者自立支援事業等（4月～）
 ○子育て世代包括支援センター事業等（10月～）
 ○地域自殺対策強化事業（10月～）

実施にあたって、これまで行っていた地域包括支援
センター・基幹相談支援センターの各事業について
も見直しをはかります。

社協のホームページを
ごらんください

法人運営事業　¥27,608,000

ボランティア活動推進事業　¥7,383,000

地区福祉委員会活動推進事業　 ¥39,541,000

共同募金配分金事業　¥2,100,000

善意銀行事業　¥1,250,000   

基幹型地域包括支援センター事業
 ¥160,847,000

介護支援サポーター事業
¥1,828,000

障害支援区分認定調査
¥8,100,000

資金貸付事業　 ¥3,465,000
福祉サービス利用援助事業　¥7,777,000

ＣＳＷ推進事業　 ¥27,500,000
生活支援コーディネーター事業　¥20,867,000

有償協力員派遣事業 ¥1,802,000

社会福祉センター運営管理事業  ¥25,606,000

成年後見制度事業　¥10,000 

支出計
￥335,684,000

〔１４〕日常生活自立支援事業

〔１５〕社協会員組織の充実と自主財源強化

〔１６〕共同募金事業の推進

〔１7〕民生委員児童委員協議会との連携

〔１8〕市立社会福祉センターの管理運営

〔11〕子育て世帯に対する支援（10月より※）

〔12〕地域自殺対策強化事業（10月より※）

〔13〕広報宣伝活動と備品の貸し出し

※基幹型地域包括支援センター事業について



　市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人として選ばれた、特別な資格を持たないごく普通の市
民のことです。他の後見人（親族や専門職）と同じような権限を持って、成年後見活動をします。
　市民後見人は、大阪後見支援センターの養成カリキュラム（市民後見人バンク登録時の年齢が満25
歳以上70歳未満の方対象）を修了し、後見人候補として名簿登録（＝バンク登録といいます）した人の
中から、市の推薦を経て家庭裁判所に選ばれます。
　泉佐野市では、いままで6名の市民後見人が誕生し、現在3名の方が活躍中です。

介護をしている人、介護の経験がある人同士、気軽につどい、
日ごろ感じている介護の思いや不安を
本音でおしゃべりしてみませんか？
認知症の介護や介護の情報収集などでお困りの方も
お気軽にご参加下さい。申込不要

大阪府の市民後見人活動の特徴

［市民後見人の仕事の一例］
○預貯金の管理や支払い手続き
○市役所などの各種手続き
○福祉サービスの利用や入院時の契約
○担当している方の支援やサービスが適切かの見守り

＊ただし、こんなことはいたしません。
●手術などの医療行為に関する同意
●介護や家事
●ご本人の身元保証人
●葬儀の喪主　　…など

市民後見人養成講座へのお誘い
　　　　　～市民後見人オリエンテーション～

市民後見人♪

どんなことをしているの？

生涯学習センターにて6月15日(土)14:00
～16:00の予定で開催します。（申し込み方法
などの詳細は市報6月号に掲載）
★市民後見人になるためには、まずはオリ
エンテーションへの参加が必須です。
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市民後見人は、高額な財産や親族間の争い
などがない比較的安定した状態の方を担当
します。後見するご本人の生活を見守り、年
金などの限られた収入の中で、ご本人のた
めにどのように使っていくかを考えます。市
民後見人は、原則として泉佐野市に在住する
1人だけを担当し、週1回程度訪問します。

成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけたボランティアの市民として、報酬を前提とし
ない後見活動に取り組んでいます。
後見活動がスムーズにいくよう、大阪後見支援センターや市・社協が連携しながら支援をしています。必
要に応じて、弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職から具体的なアドバイスを受けることもできます。

やりがい十分の
ボランティアです！

問合先：基幹包括支援センターいずみさの（☎464-2977　Fax462-5400）

介護者家族のつどい介護者家族のつどい
5月17日（金）10：００～１１：３０　（途中参加、途中退席も可能です。）日時

社会福祉センター（中庄1102）1階　相談室場所 無料（飲み物をご希望の方は100円で販売）参加

みんなでみんなで

広げよう！広げよう！
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ダンバラ
公園前

泉佐野
市役所

新池
中学校

↑

↑↑

P
P

30

社協

介護支援サポーターさんの声

介護支援サポーターとして活動してみませんか！
●泉佐野市介護支援サポーター事業●

「元気な高齢者」の社会
参加活動(介護支援など)
を促進し、自らの生きが
いと健康づくりの推進を
目的としています。

介護支援サポーターとは

活動の
流れ

興味が出たらまずは…研修申込

「さのぽ」ポイントを最大5000ポイントまで
　交換できます！　1スタンプ＝100ポイント

研修受講　　 サポーター登録

活動開始！（1日1回1スタンプ）

目
的

介護施設などでの施設利
用者の日常生活補助、趣
味の指導、話し相手、施
設主催行事の補助など。
(身体介護は除く)

活
動
内
容

介護保険で事業対象者・要
支援・要介護認定を受けて
いない泉佐野市在住の65
歳以上の方。

対
象
者

研修申込・お問い合わせは
お気軽に！
地域福祉グループ
TEL：０７２－４６9－２155

日　　時：5月22日(水) 10：00～12：00
場　　所：泉佐野市社会福祉センター　小会議室
内　　容：「介護支援サポーターとは」　「認知症の理解」 等
申込〆切：5月20日（月）

研
修
会

初めて施設に行くのは緊張したけれど、行ってみたら施設の人も親切で、気持ち良く活動ができました！

　社会福祉センター１階には、どなたでもご利用できる喫茶・交流スペース
「シャッピー喫茶」を開設しています。
　社協事務局の開所日の１０時～４時まで、１日１００円で、お替り自由・セ
ルフサービスでご利用いただけ
ます。
　４月からは授乳室も整備さ
れ、ますます使いやすくなりま
したので、少人数での打ち合わ
せ、自習など、ご自由にご利用
ください。

新駐車場前の道路は
一方通行です。
ご注意ください

第1駐車場（新）第2駐車場

シャッピー
喫茶

お気軽に
お越し
ください

社会福祉センター駐車場が広くなりました！
旧新池プール跡地が社会福祉センター第２駐車場に改装されました。ご利用ください。
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住所：泉佐野市中庄1102番地  電話：072-464-2259

お問い合わせ

泉佐野市社会福祉協議会泉佐野市社協ボランティアセンター

活動の申込み受付はサロン・ド・ボランティアか社協ボランティアセンターで行っています。

泉佐野市大西１-16-5
らいふらいんぷらざいずみさの1階

市内で活動しているボランティアの交流や社協ボランティアセンター登録施設を仲介
しています。活動先施設の担当者も来ていますので、分からないことは直接聞くこと
ができます。時間内であれば出入り自由ですので、お気軽にお越しください。

場所場所 福祉センター２階 時間時間 １３：３０〜１５：００

100円で飲み物とお茶菓子を
提供しています。

5月 8日（水曜日）13時30分～　【脳トレ】
6月12日（水曜日）13時30分～　【ボッチャ】

●5月22日（水）●6月26日（水）●7月24日（水）

●8月28日（水）●9月25日（水）●10月23日（水）

●11月27日（水）●12月20日（金）●1月22日（水）

●2月26日（水）●3月25日（水）

今後の予定

場　所 ： シャッピーハウス

日　時 ： 毎月 第2水曜日 13時30分～

皆さんのお越しをお待ちしています♪

昨年12月のサロンドボランティアの様子

お引越し

ほっとサロン ４月から曜日も場所も引越しました♪

ほっとサロンは性別・年齢・障がいあるなしに関係なく誰もが参加でき、いろんな人と出会い、
仲間づくりや社会参加のきっかけになることを目指して開催しています。

ボランティアセンター
登録施設紹介⑱

マンドリン

イベントのお手伝い
納涼盆踊り大会や餅つき大会、運動会などのイベントの開催時
のボランティアを募集しています。
イベント時の活動になりますので、都度社会福祉協議会のホー
ムページをご覧ください。
電話番号：072-459-7024
場　　所：泉佐野市土丸 904
担　　当：倉澤

ささゆり作業所

サロン・ド・
ボランティア
サロン・ド・
ボランティア

清光会

※活動を希望される方は、
社会福祉協議会ボランティア
センターまでご連絡ください。

グループで
マンドリン
を演奏して
います。町
会や施設で演奏します。曲目
は打ち合わせで相談可能で
す。低音や高音のマンドリン
の音色をお聞きください。
みなさんで一緒に歌えるもの
でも可能です。

特技ボランティア
紹介④

障がいのある方が通う施設です。

[ 内　　容 ]

[ 活動日時 ]

[お問合せ ]
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大阪府共同募金会では、大阪府内で行う民間社会福祉事業、更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業
を行う法人・団体に対する助成申請を受付けます。

平成30年度
善意銀行報告

善意銀行寄付者 善意銀行払い出し

善意銀行は、「広く地域住民の善意による金銭及び物品の寄託を受け、これを地域の社会福
祉の発展に寄与すべく適正に配分・運用すること」を目的に、昭和41年4月に設置されました。
地域住民の皆様からの善意の金銭や物品の預託を受け、それを地域の福祉活動のために払
出しを行っています。

人生道場

泉佐野モラロジー事務所

日王株式会社

沖島かえ

松浪世喜子

社会医療法人栄公会

チャリティショップ売上金

1,200,000円

 40,000円

 100,000円

100,000円

50,000円

10,500円

56,850円

チャリティバザー

ふれあいクリスマス会

障がい児（者）ふれあい交流会

障がい児者のためのサマースクール

社協だより発刊代

ボランティアフェスティバル

心配ごと相談事業

災害用備品

災害ボランティアバス助成

災害ボランティアセンター助成

 131,440円

 52,540円

 20,216円

 50,324円

 331,000円

 397,830円

 162,733円

 6,508円

 274,075円

 180,260円

指定寄付（ボランティアバスへ）

有限会社梶野商店

匿名

右馬野　博

 5,000円

 5,000円

法人一般寄付

匿名

新長滝支部福祉委員会

 31,482円

 5,950円

物品寄付

株式会社ダイナム大阪泉佐野店
日用雑貨品
一式（91点）

じゃがいも82㎏

申請書受付期間 問合せ申請書受付期間 問合せ

詳しくは、大阪府共同募金会ホームページ
http://www.akaihane-osaka.or.jp をご覧ください。

TEL 06-6762-8717　FAX 06-6762-8718
Eﾒｰﾙ ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
( 件名に「助成申請について」と明記してください )

※５月７日（火）までは郵送のみの
　受付となります。

2019 年
5月1日（水）～ 20日（月）まで

社協だよりＮｏ66（平成31年3月）号記事の訂正とお詫び

　前回発行しました社協だより3ページ掲載の歳末助け合い運動
の報告において、右記のとおり、誤りがございました。
　訂正し謹んでお詫び申し上げます。

誤）平成30年度歳末助け合い運動に　1,129,032円　
正）平成30年度歳末助け合い運動に　1,160,164円

募金者（敬称略）に追加
㈱泉鋼管工事（20,000）、アイジーエス㈱（10,000）、
市役所募金箱（1,232）

赤い羽根おおさか 検索

大阪府共同募金会

災害ボランティアバス

■２０１９年度共同募金助成申請受付（２０２０年度事業対象）

善意のご厚志ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 
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泉佐野市社会福祉協議会サテライト事務所

シャッピーハウス
開所／月～金（祝日除く）10：00～16：00

貸会議室【定員30名】★貸部屋

※会議室利用の予約申し込みは、使用日の属する月3ヶ月前からお受けします。
※団体区分Ｂの適用を希望される方は、初回時に団体規約をご提出お願いします。

社協登録ボランティアグループ
社協協賛会員
営利を目的としない団体
営利活動を営む団体、その他個人

B
C

A

10:00
　～12:00
￥300
￥300
￥600
￥1,200

13:00
　～15:30
￥500
￥500
￥1,000
￥2,000

貸相談室【定員12名】
10:00
　～12:00
￥150
￥150
￥300
￥600

13:00
　～15:30
￥250
￥250
￥500
￥1,000

団体種別
貸出時間

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館

63

シャッピーハウス
泉佐野市大西１-16-5

らいふらいんぷらざいずみさの1階

Happiness
チャリティーショップ喫茶室

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

5月11日（土） 13：00～16：00
社会福祉センター2階  小会議室

行政書士 りんくう法務事務所

行政書士による個別・無料相談会

高齢者向け配食サービス 就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9618 ☎072-429-9619

・１食からご注文可能です
・安否確認もお任せ下さい
・土、日、祝日も配達しています

初回１食無料！お試しください

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？

普通食４８６円（税込）、ごはん付き５４０円（税込）
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

まごころ弁当
泉佐野貝塚店

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

お気軽にご利用ください！

（受付平日10時～17時）
（泉佐野市新町1丁目4-8）

ご来所による相談は、随時受付しております。（要予約）

要予約

シャッピーハウスは、泉佐野市社会福祉協議会が整備した
市民の皆様の地域福祉活動や交流活動の拠点です。

ご活用ください！ご活用ください！

1日100円でおかわり自由の喫茶交流室で
す。（セルフサービス）
少人数のうちあわせ、勉強など、ご自由に
お使いください。

みなさまの善意で頂戴した品物（新品に限る）
を格安で販売し、収益は、善意銀行に寄託され
地域の福祉活動に活用されます。ぜひお買い
求めください。

商
品
募
集
中
！！

墓 石

住所：大阪府泉佐野市市場西1丁目12-1

TEL：072-462-1308
FAX：072-464-5275

URL http://www.ishitsunesekizai.co.jp
Mail  t-takeda@ishitsunesekizai.co.jp

（株）石常石材店

泉佐野市
社会福祉協議会職員募集（随時募集）
●業務内容

●受験資格
社会福祉協議会業務（相談支援・事務等）

保健師資格および普通運転免許を有する人
●採用予定人数 1 人
●試験内容　作文・面接
●採用予定日　応相談
申込・問合先 ☎４６４－２２５９（社協）


