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地域にできる恩返しはこれや！とピンときて受講しました。
今を楽しもうと気づかせてもらいました。

［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

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。

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。

大阪府の
市民後見人
活動の特徴

どんなことを
しているの？

6月 6 日(土)　田尻町総合保健福祉センター・
6月13日(土）　岸和田市立福祉総合センター　いずれも14時～16時に開催予定

▶詳細は市報6月号・大阪府社会福祉協議会ホームページにてご確認ください。

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。

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。

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～一緒に

広げよう！

やりがいが
半端ない

ボランティアです！

「ふくしおおさか2019秋号」にて、当市市民後見人の密着取材が掲載されています。
生の声をぜひ！！http://www.osakafusyakyo.or.jp/fukusiosaka/index.html

市民後見人の
声

市民後見人♪
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　福祉分野において、人材確保や担い手不足等厳しい状況にありますが、本会の基本理念である「誰もが住み慣れた家庭や
地域で、共に支えあい、自分らしく、安心して生活することができる豊かな福祉社会の実現」を目指していくと共に、新規ボラ
ンティアの発掘と育成に取り組んでいきます。
　また地域共生社会の実現に向けて昨年一元化した「基幹包括支援センターいずみさの」に加え、本年4月より他地区に先行
して新池中学校区内に「包括支援センターしんいけ」の運営を泉佐野市から受託することとなりました。本年10月からはすべ
ての中学校区に地域型包括支援センターが設置される予定で、高齢・障がい・児童等の福祉課題に加え、生活困窮・子育て
支援・自殺相談等を包括的に受け止める体制強化を図ってまいります。
　さらに、介護保険法に基づき、受託配置している「生活支援コーディネーター」を増員し、より一層地域課題の抽出や社会
資源の発掘・開発に取り組みます。
　災害関係については、地域の絆づくり登録制度を泉佐野市と連携を取りながら引き続き推進し、災害に強い街づくりを目指
します。
　市民の皆様から必要とされる社協を目指して次の業務を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
◆災害時図上訓練用マップの提供および訓練の実
　施支援
◆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
◆講座・研修を含めた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

◆支援の基盤整備
◆総合相談・権利擁護
◆包括的・継続的ケアマネジメント業務
◆介護予防ケアマネジメント業務
◆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

3月26日評議員会（書面審議）にて、
令和 2年度泉佐野市社会福祉協議会事業計画・予算が承認

令和1年度第3回評議員会にて、令和2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
（9月まで）

〔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

令和2年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）令和2年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）
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令和2年度　事業別予算［支出］

◆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

◆子育て世代包括支援センター事業
◆母子保健事業

◆共同募金運動（10月～12月）
◆歳末たすけあい運動（12月）

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
ていきます。

◆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！

　昨年より受託していた「基幹包括支援センターいずみさの」に加え、今年度4月より「包括支援センターしんいけ」
事業を泉佐野市より受託しました。
　「包括支援センターしんいけ」は新池中学校区にお住いの方の身近な相談窓口として、今後各中学校区に開設さ
れる予定の地域型包括支援センターに先駆けて先行モデル開所されるものです。
　昨年までの基幹包括支援センターいずみさのと同様、介護のこと・仕事のこと・その他暮らしのことについてのご
相談をお受けし、自立に向けた応援を行わせていただく相談窓口となりますので、よろしくお願いします。
　新池中学校区以外にお住いの方からのご相談は引き続き「基幹包括支援センターいずみさの」でお受けしますの
で、よろしくお願いします。

社協のホームページをごらんください

包括支援センターしんいけ　専用電話番号　072-464-2366

法人運営事業　¥18,924,000
ボランティア活動推進事業　¥5,603,000

地区福祉委員会活動推進事業　 ¥36,415,000

共同募金配分金事業　¥1,937,000
善意銀行事業　¥1,007,000

基幹型包括支援センター事業
 ¥121,333,000

地域型包括支援センター事業
 ¥40,448,000

介護支援サポーター事業
¥1,822,000

障害支援区分認定調査
¥8,365000

資金貸付事業　 ¥3,463,000
福祉サービス利用援助事業　¥9,330,000
ＣＳＷ推進事業　 ¥7,200,000

生活支援コーディネーター事業
　　　　　　　¥31,320,000

有償協力員派遣事業 ¥1,875,000
社会福祉センター運営管理事業  ¥24,680,000

成年後見制度事業　¥10,000 

支出計
￥313,732,000

〔10〕経済的困窮世帯への支援 〔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

〔12〕地域自殺対策強化事業

〔13〕広報宣伝活動と備品の貸し出し

『地域型包括支援センターしんいけ』開所について
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認知症カフェを認知症カフェを　　　　　　ご存じですか？　　　　　　ご存じですか？
認知症の人やその家族、地域住民、介護や医療の専門家などだれもが
気軽につどい、情報交換や交流を目的に開催しています。市内では介
護事業所や喫茶店など4か所で認知症カフェを開催しており、参加した
人にとって地域とつながれる場、新たな出会いの場となっています。

それぞれのカフェの特徴などを4回にわたってシリーズで紹介します。
第 3回目は、羽倉崎上町で開催している『おしゃべり広場もみの木』です。

認知症
カフェ
とは・・・

場所：羽倉崎３-８-５　TEL：072-466-3358

おしゃべり広場　もみの木

介護支援サポーター　研修会のお知らせ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

介護支援
サポーターさんの

声

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）

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

介護支援サポーター研修会は7月に予定しています。
詳しくは7月号の社協だよりをご覧ください。

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)

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、気持ちよく活動できました！

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

　これまでも誰かとおしゃべりしたい方や、
営業で歩き回られている方など、いろんな方
にお越しいただいています。さらに、こちら
は「もみの木のいえ」という介護事業所が運
営しておりますので、介護や認知症について
のご相談に来られる方もおられます。たまに
「もみの木のいえ」の利用者さんも来られる
ので、認知症の方とも関わることができます。
　ご家族やお知り合いの認知症や介護につい
てのご相談、ご自身の将来についてのお話、
介護保険についての話や、介護事業所の探し
方など、いつでも気軽に相談できる場所の一
つとして、ご利用いただければと思います。

「おしゃべり広場もみの木」平日の１３時か
ら１６時まで、どなたでもご自由にお越し頂
くことができます。しかも参加料たったの１
００円で、お飲み物やお菓子をご自由に召
し上がっていただくことができ、ご希望の
場合はカラオケも楽しんでいただけます。
毎週火曜日は「ナツメロの日」として、懐

かしい歌をみ
んなで歌って楽
しんでいます。
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車椅子体験や、手話体験ができます。

スタンプラリーやお楽しみ抽選会も開催予定♪

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。

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

やきそば・フランクフルト・かき氷・綿菓子・飲み物など　模擬店を予定しています。

ボランティアグループによるイベントや音楽の生演奏など企画満載！ボランティア　フェスティバル

ボランティア　フェスティバル
開催開催

第9回

色々体験コーナー

楽しく
ボランティアにふれよう！！

介護経験がある人同士で、日々の思いや不安についておしゃ
べりしてみませんか？介護に役立つミニ講話もありますので、
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。

毎回講師をお迎えして、介護に役立つワンポイント
を教えてもらいます。★内容は毎回かわります。

事前申し込み必要
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

ボランティアセンターではボランティアの養成
や登録ボランティアおよび登録グループの支
援などを行なっています。
ボランティア活動に興味のある方はぜひお問
い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、
毎年6 月に開催しておりますボランティア
フェスティバルを中止とさせていただきます。
開催を楽しみにしてくださった皆様には、ご
迷惑をおかけしますが、ご理解をいただき
ますようお願い申し上げます。
来年は開催を予定しておりますので、楽し
みにおまちください！

ボランティアフェスティバル
中止のお知らせ

社協ボランティアセンター

TEL 072-464-2259

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
同
士
の

交
流
会
も

毎
月
開
催
し
て
い
ま
す

奇数月の第4金曜日　14：００～１5：３０
　※詳しい日程はお問い合わせください。　
　途中参加、途中退席も可能です。

開催日

社会福祉センター（中庄1102）2階　健康相談室場所

無料（飲み物をご希望の方は100円で販売）参加

おしゃべりとミニ講話内容

ボランティアセンターからの
お知らせ

ボランティアセンターからの
お知らせ
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　2 月 11 日、鶴原中央住宅支部福祉委員会は自治会、
CSW(コミュニティソーシャルワーカー)等と協力し、第1回
「鶴原中央住宅なんでも相談窓口」を開設しました！
　市役所に行きたいがなかなか都合がつかない、気になる
ことがあるが誰に聞いていいか分からないなど、日ごろ感じ
ている困りごとをなんでも気軽に相談できる場所となってい
ます♪
　相談日には、自治会関係者、民生委員、CSW（コミュニティ
ソーシャルワーカー ) 等が相談員としてお話を聴いてくれて
います。住民が少しでも安心して暮らしていけるよう、日々
福祉活動に取り組んでいます！

日時　毎月第1・3木曜日　10：00～15：00
場所　生涯学習センター

北中地区
鶴原中央住宅支部福祉委員会

鶴原中央住宅
なんでも相談窓口

地区
福祉委員

会

活動紹介

【日　時】毎月第 2火曜日　13：00～ 15：00
【場　所】鶴原中央住宅 集会所
【対　象】鶴原中央住宅にお住まいの方
【相談料】無料

相談の様子

関係者での情報共有

ボランティア
グループ紹介

演劇集団
サザンボイス

みなさんも特技を生かして
ボランティアしませんか。

ご興味のある方は
社協ボランティアセンターまで

（☎464-2259）

演劇・紙芝居・ペープサー
ト等の大道具、小道具、
衣装等ほとんどが手作り
でメンバーそれぞれの技
を活かして作品を作ってい
ます。

一緒に活動する仲間を募集しています。

随時見学可能です！

紙紙 芝芝 居居
子どもやお年寄りの方を対象に紙
芝居をします。
1回 約30分。ご要望により増やす
ことも可能です。

特技ボランティア
紹介⑧
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　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、社協だより 72 号掲載の研修
や講座が中止となりました。急な変更でご迷惑をおかけし、申し訳ございま
せんでした。謹んでお詫び申し上げます。
　今号掲載分につきましても開催予定が変更になる可能性がありますので、
社会福祉協議会ホームページや主催団体にお問い合わせくださいますよ
う、お願いいたします。

新型コロナウイルス感染症予防に伴う各種講座中止のお詫び

令和1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

二小②民生委員

チャリティショップ売上金

1,200,000円

30,000円

100,000円

13,980円

135,000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

155,850円

301,100円

20,220円

50,324円

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

災害ボランティアバス助成

190,000円

252,280円

143,416円

650,000円

指定寄付（災害支援へ）

empathetic　group 庵符

右馬野　博

上田　純子

匿名

14,564円

指定寄付（ボランティアバスへ）

泉佐野中央ライオンズクラブ 50,000円

指定寄付（交通遺児支援活動へ）

株式会社グローバルエアカーゴ 30,000円

物品寄付

じゃがいも
185㎏

生活雑貨 37点
衣料品   38点

生活雑貨 63点
衣料品　 46点
手作り品 20点

被災地支援として栃木県佐野市へボランティアバスを運行しました

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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1
2
3
4

業務内容
採用予定人数
受験資格
募集時期

社会福祉協議会業務（相談支援・事務等）
正職員　保健師　1名
昭和４０年４月２日以降に生まれ、保健師資格および普通運転免許を有する人
随時募集
泉佐野市社会福祉協議会（☎４６４－２２５９）までお問合せください。【申込・問合先】

開所／月～金（祝日除く）10：00～16：00

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館

63

泉佐野市大西１-16-5
らいふらいんぷらざ
　　　いずみさの1階シャッピーハウス

5月9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

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

泉佐野市社会福祉協議会

総務グループ　TEL 072-464-2259

職 員 募 集 中 です！

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
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！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

みんな寄ってね♪

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。

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 2日（土）～５月 6日（水）までは
　郵送のみの受付となります。

2020 年
5月1日（金）～ 20日（水）まで

赤い羽根おおさか 検索

大阪府共同募金会

令和2年4月から、貸館日以外は休館となっております。
シャッピーハウスの利用に関してはお問い合わせください。

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

■ ■令和２年度共同募金助成申請受付（令和３年度事業対象）


