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楽しくボランティアにふれよう！
！

第7回

シャッピー

6 2土

11：00
〜14：00

ボランティア
！
！
催
開
ル
バ
ィ
フェステ

小雨
決行

場所：いこらも〜る臨時駐車場

色々体験コーナー
車椅子体験や、
手話体験、
高齢者疑似体験が
できます。

市内で行っている
ボランティア活動の
スタンプラリーや パネル展示あり！！
お楽しみ抽選会も
開催！！

あおい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。
やきそば・フランクフルト・かき氷・綿菓子・
飲み物など模擬店もあるよ♪（50円〜200円）
みなさんお誘いあわせの上お越しください。

写真は前回の様子です

ボランティア募集
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。詳しくは泉佐野市社
会福祉協議会までご連絡
下さい。
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

〒598−0002 泉佐野市中庄1102番地
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泉 佐 野 市 社 協 だ より
平成 30 年 3 月 28 日に開催された本会評議員会にて、平成 30 年度の事業計画・
予算が承認されました。

平成30年度

泉佐野市社会福祉協議会

事業計画
（概要）

本年 4 月から、改正社会福祉法が施行され、より一層の包括的な支援体制を各市町村でつくっていくこ
とが求められます。そのようななかで、昨年度、泉佐野市とともに中間見直しを行った第２次地域福祉計
画・地域福祉活動計画に基づき、我が事・丸ごと 地域共生社会の実現にむけて、取り組んで行きます。
また、本年度は、昭和 43 年度の法人認可から５０周年を迎える節目であり、今まで社協を支えてくれた
人たちに感謝の意を表し、著名人を招いた法人設立 50 周年記念イベントを開催します。 その他、下記
のとおり個別事業を進めていきます。

〔１〕
法人運営関係
●理事会・三役会・評議員会の開催
●役員向け研修会の実施
●監事による監査
●法人50周年記念大会
〔10/20土〕

〔２〕
地域福祉事業の推進
●地区福祉委員会への活動支援
●連絡会・講習会・講座などの開催
●地域福祉活動計画の推進

〔３〕
災害に強い街づくり事業の推進
●災害ボランティア事前登録の推進および登録者
への研修の実施
●災害時避難行動要支援者に対する支援・配慮の
啓発

〔４〕
ボランティアセンター事業
●サロン・ド・ボランティアの開催
●登録ボランティアグループへの支援
●居場所と交流機会の提供
シャッピー喫茶[毎日]
ほっとサロン[毎月第２金]
●各種イベントの開催
社協チャリティバザー[12/9日]
社協ふれあいクリスマス会[12/15土]
障がい児者ふれあいボッチャ交流会[9/1土]
ボランティアフェスティバル
〔６/２土〕

〔５〕
総合相談事業の推進
●心配ごと相談所の開設
毎週月曜日 午後１時〜４時

〔６〕
コミュニティソーシャルワーカーＣＳＷ事業
●新池中学校区ＣＳＷの配置
●基幹型ＣＳＷによる各ＣＳＷの活動支援

〔７〕
在宅福祉活動の推進
●福祉車両および車イスの貸し出し
●有償協力員派遣事業
「おたがいさまの会」

〔８〕
地域包括支援センター
●総合相談・権利擁護業務
●包括的・継続的ケアマネジメント業務
●介護予防マネジメント業務
●認知症施策総合支援事業
●介護支援サポーター支援事業

〔９〕
基幹相談支援センター
●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
●障害支援区分認定調査業務

〔１０〕
広報宣伝活動の推進と備品貸出
●広報紙
「社協だより」
の発行・配布
〔年６回〕

〔11〕
日常生活自立支援事業
〔１２〕
社協会員組織の充実と自主財源の強化
〔１３〕
共同募金事業の推進
〔１４〕
生活福祉資金窓口業務
〔１５〕
民生委員児童委員協議会との連携
〔１６〕
市立社会福祉センターの管理運営
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泉 佐 野 市 社 協 だ より
シャッピーハウス

泉佐野市社会福祉協議会サテライト事務所

大西1丁目16-5
ライフラインプラザ1階

《シャッピーハウス》
！
5月14日
（月）開設します！

63

佐野
公民館

住民の皆様に寄り添った相談事業の充実を図るため、
社会福祉協議会の出張所としてサテライト事務所
「シャッピーハウス」を開設します。

泉佐野駅

←泉南方面

貝塚方面→

泉佐野市大西1-16-5
ライフラインプラザいずみさの1階

〒598-0043

ボランティア
センター機能

南海電鉄泉佐野駅

徒歩6分

日時／月〜金
（祝日除く）
10：00〜16：00

★登録ボランティアグループ
への会議室貸出
（有料）
出張相談所
★ボランティア保険
（個人・行事）
機 能
の受付
●6月1日より開設します●
★コピー機利用
（有料）
★心配ごと相談所
★寄付の受付

居場所・交流機能
★シャッピー喫茶10：00〜16：00
飲み物／1回100円（おかわり自由）
コーヒー・紅茶・緑茶・
昆布茶・ジュース

毎月第4月曜日13：00〜16：00

★地域包括支援センター
（高齢者相談）

毎週金曜日10：00〜12：00

開所を記念して

★基幹相談支援センター
（障がい者相談）

5月14日
（月）
・15日
（火）
、

オープン見学会を開催します。
ぜひ、お立ち寄りください。

平成30年度

★オレンジカフェ等、
交流イベント開催も
今後企画

※駐車場はありません。
公共交通機関をご利用
のうえ、お越しください。

毎週木曜日10：00〜12：00

事業別予算
［支出］

社会福祉センター運営管理事業 ¥26,082,000
法人運営事業 ¥36,290,000
有償協力員派遣事業 ¥1,826,000
ボランティア活動推進事業
成年後見制度事業 ¥10,000

¥6,987,000

地区福祉委員会活動推進事業
基幹相談支援センター事業
¥43,949,000

地域包括支援センター事業
¥117,372,000

支出計
￥324,749,000

善意銀行事業

¥41,140,000

¥1,250,000

共同募金配分金事業 ¥2,831,000
資金貸付事業 ¥3,479,000
福祉サービス利用援助事業
ＣＳＷ推進事業

生活支援コーディネーター事業

¥27,500,000
¥8,000,000

¥8,033,000
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市民後見人、

生涯学習センターにて6月16日(土)
午後に開催します。
（申し込み方法など
の詳細は市報6月号に掲載）

やりがいがハンパじゃない

みよ♪
知ってみて・やって

★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〜

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4名の市民後見人が誕生し、現在2名の方が活躍中です。

大阪府の市民後見人活動の特徴
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。

どんなことをしているの？
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。

［市民後見人の仕事の一例］

＊ただし、こんなことはいたしません。

○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

●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

知って得する、介護予防コラム！
！
地域包括
支援センター
だより

〜ロコトレって何？〜

『ロコモティブシンドローム』という言葉を聞いたことがありますか？
加齢とともに膝や腰に限らず、全身の関節や筋肉などの運動器にさまざまな病気や
衰えが現れます。その結果、転びやすく骨折するなどの要介護状態につながる危険性
の高い状態を、
『ロコモティブシンドローム』といいます。この状態を予防するトレー
ニングを『ロコトレ』と言います。

＜おすすめロコトレ＞
ポイント
1. バランス感覚を養うことで転倒予防！
2. 股関節を柔らかく、足の筋肉を鍛える！
3. 積極的にいろいろなことを行う！出掛けよう！
4. 病気のことを知ろう！

取り組む内容の例
片足立ち 左右 1 分 /1 日 3 セット
スクワット 10 回 /1 日 3 セット
散歩、ストレッチ、ラジオ体操、プールなど
膝や腰痛などの運動器の病気をよく知ることで、
それに応じた取り組みを行う
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●泉佐野市介護支援サポーター事業●

介護支援サポーターとして活動してみませんか！
介護支援サポーターとは
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)

対象者

活動内容

目的

「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。

活動の流れ

研修受講

興味が出たらまずは…研修申込

活動開始！（1日1回1スタンプ ）

活動紹介

サポーター登録
「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

デイサービスセンターアムリタで活躍している伊藤峰夫さん、深海幸子さんの
お二人にインタビューさせていただきました！

伊藤峰夫さん ○活動内容…ハーモニカ演奏、クイズ等
《サポーター活動を通して》

演奏する曲やクイズの問題を考える事で脳の活性化
にもなり、自身の予防にも繋がっていると実感してい
ます。また予定がある事で生活のハリにもなっていま
す。継続が大切だと思っています。ぜひ一緒にサポー
ター活動をしましょう！

ニカ演奏♪
春を感じるハーモ

深海幸子さん ○活動内容…クイズの補助、歌の盛り上げ等
《サポーター活動を通して》

楽しく歌うことで、利用者の方も自分自身も健康に繋がっ
ていると実感しています。声を出すことで誤嚥性肺炎の
予防にもなっていると思います。ハーモニカは吹けません
が出来る部分で活動に参加しています。楽しく活動出来
ているので引き続き活動していきたいと思います！

クイズで回想法の効果も♪

サポーターさんが活動に来られない時は、寂しいと口に出す利用者の方もおられま
す。利用者の方にあわせた懐かしい曲の演奏や、利用者の方の気持ちに寄り添った
優しい声掛けをしてくださっているので、すごく助かっています。
（アムリタ：坂口さん）

研修会

5 23

日
時： 平成30年 月
日(水) 13：30〜15：30
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18日
（金）

研 修 申 込・お問い合わせは
お気 軽に！

地域包括支援センター
TEL ：０７２−４６４−２９７７

今後の予定：H30年7月23日
（月）
／9月21日
（金）
／11月22日
（木）
／H31年 1月29日
（火）
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地区
福祉委員会

2つの

活動紹介

カフェ が オープンしました！

一小地区・西本町支部福祉委員会

西本町カフェ OPEN！！

構想から約 1 年…。1 月から OPEN した
西本町カフェ。今回はその内容をご紹介
します！

○西本町カフェとは？
西本町の人達が運営している憩いの場です。お友達との同伴も歓迎です。時間内であれば出入り自由です。
お子様から大人の方まで、ぜひ一度お立ち寄りください。
（小学生以下は無料です。）

○日

時

毎月第3日曜日開催予定

○場

所

西本町会館
（ペットはご遠慮下さい）

○参加費

１０:００〜１２:００

１００円

○メニュー ・コーヒー（温・冷）
・ジュース
・紅茶
（温・冷）

・お菓子
・菓子パン
etc…

パパやママ、子どもたちに赤ちゃんも遊びにきています。
世代間交流の場にもなり、西本町の方たちにとって憩いの場になっています

○運

営

西本町支部福祉委員会、西本町町会、西本町長生会
※ボランティアで運営しております。カフェ内での事故等につきましては各自の責任でお願い致します。

日根野地区・西上支部福祉委員会

西上カフェ

西上支部では、西上の人が運営する憩の場「西上カフェ」を始めました。
2 月と 3 月にプレオープンを行い、4 月からオープンしました
和気あいあいと、楽しく自由な時間が過ごせる場所です。時間内であれば、
いつでも気軽にお越しください。

○日

時

毎月第2水曜日 13：30〜15：30

○場

所

西上町内会館

○参加費

１００円

○メニュー
お茶・コーヒー・
紅茶など飲み放題
お菓子

○運

営

西上支部福祉委員会、西上町内会、西上長生会
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お問い合わせ

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。

泉佐野市社協ボランティアセンター 住所：泉佐野市中庄1102番地 電話：072-464-2259

社協登録ボランティア
グループ紹介

泉佐野市社会福祉協議会

一緒に活動する仲間を募集しています。
壊れたおもちゃを
修理します♪

泉佐野くらしの応援隊

泉佐野おもちゃ修理隊

生活にお困りの高齢者や障がいのある方が安心し
て生活が出来る様に、軽作業のお手伝いをしてい
ます。

将来を担う子供たちに希望と喜びを与えることに
なると信じて、無償でおもちゃを修理し、生命を与
えることによって価値を見出し、物の大切さを育
むグループです。月に一回の活動ですが、一緒に
活動する仲間を募集しています。経験がなく
ても、丁寧にお教えいたしますので、ご興味のあ
る方はぜひお越しください。
▶毎月第 1 土曜日 10：00〜12：00
▶社会福祉センター 2 階 小会議室
（月によっては開催しないときもあります）

私たちは一緒に活動する仲間を募集してい
ます。
「退職してからやることがない・誰かのために何
かしたいけど・楽しみがない」
そんな方はぜひ、くらしの応援隊へ！！！
年齢や性別は問いません。興味のある方は毎週
火曜日午後1時頃より社会福祉センターで定例会
を行っておりますのでぜひお越しください！！

ボランティアセンター

登録施設紹介⑫

ラポート
デイサービス
センター

デイサービスの利用者を対 象に書道 好きの
方々が集まって、書道クラブを開催しています。
書道の段位等のスキルは問いません。お話し好
きな方、ボランティアに興味のある方、ご参加
ください。
活動内容
デイサービスでの書道のお手伝い
お話相手
活動日時
毎週木曜日 14：00〜15：00
（都合により中止の場合もあります）
持 ち 物
上履き（スリッパ等）
※墨で汚れる可能性があります。
〜問合せ〜
電話番号
住

072-490-2030

所
泉佐野市長滝3672番地

配分申請受付のご案内
■平成３０年度 共同募金配分申請受付
（平成３１年度事業対象）
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・団体に対する配分申請を受付けます。

申請受付期間＝平成３０年５月１日
（火）
〜１８日
（金）
まで

■平成３０年度
河原林富美福祉基金配分申請受付の
ご案内
大阪府共同募金会では、河原林富美福祉基金により、
社会福祉推進事業の支援でこれまであまり手を差しの
べていなかった福祉の狭間の事業や福祉の周辺領域で
支援を要する事業に対する配分申請を受付けます

申請受付期間＝平成３０年５月３１日(木)まで
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。
赤い羽根おおさか

検索

問合せ＝大阪府共同募金会
TEL 06-6762-8717 FAX 06-6762-8718
E メール ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
( 件名に「配分申請について」と明記してください )
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泉 佐 野 市 社 協 だ より

泉佐野市社会福祉協議会

職員募集

正職員

非常勤嘱託職員

業務内容

業務内容

社会福祉協議会業務

受験資格

社会福祉士資格を有する人、
普通運転免許を有する人

契約期間

平成30年7月1日
〜平成31年3月31日
2人

受験資格

採用予定日

社会福祉協議会業務
▶昭和６２年４月２日以降に生まれ▶社会福
祉士資格を有する人▶および採用時に資格
を有する人▶普通運転免許を有する人
平成30年7月1日

採用予定人数

採用予定人数

１人

試 験 日

▶１次試験（筆記・作文）
平成３０年６月９日（土） 午前9時30分
▶２次試験（面接）※１次試験合格者のみ
平成３０年６月１６日（土）

試 験 日

週4日勤務

▶１次試験（作文・面接）
平成３０年６月９日（土）
午前9時30分

（火）
〜６月１日
（金）
（土日祝除く）
の午前９時〜午後５時に
申込・問合先 平成３０年５月１日
社会福祉協議会（☎４６４−２２５９）
へ
※募集要項はホームページ（http://izumisanoshakyo.or.jp）からダウンロードもできます。

パート
職 員

業務内容／社会福祉協議会業務（相談事業等）
契約期間／契約日〜平成31年3月31日まで
雇用条件／月〜金のうち週4日勤務（1日7時間）
※詳細はホームページをご覧ください。

平成29年度

善意銀行報告
平成29年度

平成29年度

1,200,000円

泉佐野モラロジー事務所
下瓦屋南町（保育園）
平成29年度

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。

善意銀行寄付者

人生道場

30,000円
2,100円

一般寄付

昭和21年日新国民学校
卒業同窓生女子有志

10,000円

ぶどうの会

48,003円

匿名

30,000円

要予約 行政書士による個別・無料相談会
30年5月12日（土）13：00〜16：00
7月 7日（土）13：00〜16：00
社会福祉センター2階 小会議室
お気軽にご利用ください！
行政書士 りんくう法務事務所 （泉佐野市新町1丁目4-8）
（受付平日10時〜17時）

ご来所による相談は、随時受付しております。
（要予約）

採用条件／◎社会福祉士もしくは看護師資格を有する人
◎普通運転免許を有する人
面接試験／随時 ☎072‐464‐2259へお電話ください。
日時をお伝えします。

物品寄付

第一生命労働組合堺支部

車いす１台

全日本空輸関西空港支店
ペットボトルキャップ
（TeamKIXひまわり委員会） 272㎏
出口辰弥

ベルマーク285.1点分

匿名（4名）

ベルマーク合計2303.3点分

（順不同・敬称略）
善意のご厚志ありがとうございました。
いただいたベルマークはすべて日新小学校に寄贈させていただきました。尚、平成30
年5月以降、社協でのベルマークの受付を休止します。直接学校へ寄贈下さい。

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

