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　地域のつながりが希薄化し、虐待や孤立死、格差の拡大など社
会的な課題が増加している中、社協はみなさまの協力と参加を得
て、行政では行き届きにくい分野の地域福祉活動をすすめていま
す。しかし、その財源については、行政からの補助金や寄付金・共
同募金の配分金だけでは十分な活動が行えない状況です。

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的に、
すべての都道府県と市区町村に設置されている福祉団体です。

　地域の誰もが住み慣れた町でいつまでも安心して暮らし続けることができる
「福祉のまちづくり」を理念としています。

地域の支えあいのために…

50％
30％

20％

社協会員加入と会費納入にご協力をお願いいたします。

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

30年7月7日（土） 13：00～16：00
9月8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

ボッチャスクール

・スクール
・大会
いずれも

日　時▶8月25日（土） 10:00～14:00　※雨天決行
場　所▶大木小学校　駐車場
対　象▶市内在住の小学生と保護者　　定　員▶30組（先着順）
参加費▶小学生300円、大人500円、幼児無料（昼食代・保険料含む）
持ち物▶軍手

と　き　平成30年8月29日（水）・31日（金）
　　　　13：30～15：30

と　き　平成30年9月1日（土）
　　　　13：30～15：30

ところ　J:COM末広体育館　小体育室
講　師　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根　裕二　氏
対　象　市内在住・在学の方どなたでも
定　員　選手枠30名　付添者30名
申　込　当日の3日前までに社会福祉協議会へお申込みください。（℡464-2259）

申込／8月3日（金）までに泉佐野市社会福祉協議会（464-2259）へ

地域に密着した福祉活動をさらに充実させるため、

申込・問合先

50％は町会に還付
支部福祉委員会（町会単位）や
町会が行う地域の福祉活動に
使われます。
●要援護者に対する月1回以上
の見守り訪問活動
●閉じこもり予防や孤立防止、
介護予防等を目的としたふれあ
いいきいきサロンやコミュニ
ティカフェ
など

30％は地区福祉委員会に対して助成。
概ね小学校区単位の福祉活動等に使
われています。
●世代間交流会（小学生と高齢者）
●高齢者交流会・子育てサロン
●研修会や講座の開催・啓発
など

20％は制度の狭間の課題解決など
社協独自の福祉事業にあてられます。
●障がい児者ふれあい交流会
●社協ふれあいクリスマス会
●福祉車両の貸出
●ボランティア活動推進
など

障がいのある人もない人も共に楽しめるパラリンピ
ックの正式種目にもなっているスポーツボッチャを
通じて交流しましょう！
知らない人も、知っている人も、みんなと一緒にボ
ッチャを楽しもう！！

ボッチャ大会
チームを組んで対戦をします。
2020年のパラリンピック種目にもなっていますの
で、ボッチャスクールで練習した人は、ぜひ大会に
もご参加ください。

第15回 親子ふれあい木工交流会
自然いっぱいの中で、木材、竹などを使って作る喜びと、親子の絆を一層深めていただくことを目的に開催します。

契約期間：平成31年3月31日まで
【受験資格】
　①社会福祉士の資格を有する人
　②普通運転免許を有する人
　③昭和43年4月2日以降にうまれた人
【募集期間】　随時
★詳細はホームページをご覧ください★

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。
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①興味が出たらまずは
  研修申込

②研修受講
　サポーター登録

日　　時：平成30年7月23日(月) 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：7月18日（水）

③活動開始
　1日1回
　1スタンプ

④最大5000ポイント
　泉佐野ポイントカード
　「さのぽ」の地域ポイントに
　変換できます！
　1スタンプ＝100ポイント

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

研
修
会

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
「趣味を活かして活動ができ、利用者の方も施設の
　スタッフの方も喜んでくれて嬉しかった」

介護支援サポーターさんの声♪ 

泉佐野市社会福祉協議会

非常勤職員募集！非常勤職員募集！

［主催］大土地区福祉委員会

平成30年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします平成30年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

あなたの会費（寄付）が を支えます。

地
域
住
民

町
会・自
治
会

泉
佐
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

♥まちの安心
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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》

みんな寄ってね！

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館
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シャッピーハウス

〒598-0043　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
開所日／月～金（祝日除く）10：00～16：00

どなたでも参加ＯＫ！
みんなで持ち寄りマーケットはじめてのはじめての

た
く
さ
ん
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品
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り
が
と
う
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ざ
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ま
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！

いずみさのみんなの絆プラン
（第2次地域福祉計画・活動計画）

中間見直しを行いました。

日時：平成30年7月26日（木）11:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス会議室・相談室

★当日運営ボランティアも同時募集します！ボランティアセンターへお問い合わせください★

１区画長机１台分（180×45ｃｍ）あたり運営協力金300円
7月19日までに社会福祉協議会地域福祉グループへ申し込んで下さい
　　　　　（募集要項はＨＰ（http://izumisanoshakyo.or.jp/）に掲載しています）

　冊子には、これまでの市民のみなさんが取り
組んできた福祉活動の紹介も交えながら、今後3
年間でめざしていく地域福祉の方向性について
まとめています。

会計報告や名簿、チラシのつくりかたなど、普段
お使いのパソコンでわからないことの相談を職
員がお伺いし、お手伝いします。

※内容によっては職員で対応できない場合が
　あります。悪しからずご了承ください。

喫茶ルームはどなたでもご自由にお使いいただけます。
打合せ、自習などお気軽にご活用ください。

○理事会・評議員会の開催
○理事・監事・地区福祉委員会合同研修会の実施
○職員研修の実施

○小地域ネットワーク活動の推進（14地区合計）
　◆個別訪問活動…対象世帯：2117世帯
　　延訪問回数41,848回/延訪問人数93,281人
　◆グループ支援活動…延実施回数2,282回
　　参加者内訳：対象者40,310名/関係者11,964名
○地区福祉委員会連絡会の開催
○子育てサロン実施地区連絡会・研修会の開催
○小地域ネットワーク活動報告集会の開催
○学校における福祉教育への協力…４校
○地域の暮らしを話す会の実施・・・14地区各1回
○地域福祉活動計画推進委員会の開催…３回
○当事者団体等ヒアリングの実施…５回

○災害時図上訓練マップの提供…３地区
○河内長野市社協災害ボランティアセンターへの
　応援派遣
　　11/3(職員２名)・11/5(職員１名)
　　11/10(職員３名・事前登録Vr２名)
　　11/11(職員３名・事前登録Vr３名)

○サロン・ド・ボランティアの開催…１２回
　個人登録Vr130名/延活動人数1,711名
○ボランティアセンター運営委員会
○ボランティアアドバイザー連絡会
○登録ボランティアグループへの支援
　（15グループ）　連絡会の開催…2回
○講座および研修会の開催…合計3回
○シャッピー喫茶の運営…延利用者1,191名
○ほっとサロン　年10回延参加者数85名
○ボッチャスクール…2回
○障がい児者ふれあい交流会（ボッチャ大会）
○第39回社協チャリティバザー
○第39回社協ふれあいクリスマス会
○第6回ボランティアフェスティバル

○心配ごと相談所の開設　
　開設延日数45日/相談件数　22件

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

善意銀行寄託

善 意 銀 行 平成30年4月
        ～平成30年5月末受付分

善意銀行は、みなさまの善意を寄託（寄付）として受け、福祉活
動の発展に寄与するべく運用することを目的としています。

人生道場

泉佐野モラロジー事務所

日王株式会社

右馬野　博

株式会社ダイナム大阪泉佐野店

200,000円

10,000円

100,000円

じゃがいも82㎏

日用雑貨品一式（91点）

ボランティア役員のための

パソコン
      相談会
パソコン
      相談会
パソコン
      相談会

［対象］　地区（支部）福祉委員会役員
　　　　　社協登録VG役員で今後、活動に
　　　　　パソコンを活用したい方
［日時］　7月9日（月）14時～16時
　　　　　8月6日（月）14時～16時
［場所］　社会福祉センター2階　健康相談室

※ご自身のパソコンをお持ちください。

　平成29年10月、市立保健センター跡に市立社会福

祉センターが移転したことに伴い、社協事務所も移転

しました。

　地域福祉事業においては、引き続き地区担当職員

を配置し、福祉委員会活動への指導・援助を行いまし

た。また策定3年目になる「第2次地域福祉計画・地

域福祉活動計画」を市と連携しながら中間見直しを

行い、中間見直し報告書を作成しました。

　ボランティアフェスティバルについては下瓦屋の商

業施設「いこらも～る泉佐野」の臨時駐車場に会場を
変更し、多くの参加者がありました。

　29年度新規事業として、障がいの有る・無しにかか

わらず、ともに参加できる大運動会を実施し、市関係

課・民児協障害部会・社協ボランティアの協力と全日

本空輸関西空港支店の社会貢献もいただき予想を上

回る参加者がありました。

　その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

平成29年度
泉佐野市社会福祉協議会

事業報告

法人運営関係

地域福祉事業の推進

災害につよい街づくり事業の実施

ボランティアセンター事業

総合相談事業

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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ボランティアセンター
登録施設紹介⑬

小学生以上の障害児(者)を対象にスポーツ教室を
開催しています。教室参加者の介助のお手伝いをお
願いしています。

泉佐野ディスコン協会のみなさんは、健康寿命を延
ばすために明るく楽しく交流するきっかけとして、デ
ィスコンを地域で広げることを目標に活動されてい
ます。一投ごとに拍手と歓声があがって楽しく交流
されています。活動時にはいつでも体験参加が出来
るそうです。

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。

ボランティアってなんだろう？

期　　間：7月1日～9月30日
受付場所：泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター
　　　　　tel  072-464-2259
開館時間：9：00～17：00

日時：平成30年7月6日（金）10：00～11：30
場所：社会福祉センター　2階　健康相談室
お気軽にお問い合わせください。

社協登録ボランティア
グループ紹介 事業報告書および決算書の詳細は泉佐野市社

会福祉協議会のホームページに掲載している
他、社会福祉センターおよびシャッピーハウス
（ともに喫茶ルーム）で閲覧が可能です。

会費収入
¥8,004,500

法人運営事業
¥81,741,135
ボランティア活動
推進事業
¥6,951,701
地区福祉委員会
活動推進事業
¥39,755,221
善意銀行事業
¥1,297,740

共同募金配分金事業
¥2,352,396

資金貸付事業
¥3,587,021

福祉サービス利用
援助事業
¥7,729,458

コミュニティ
ソーシャルワーク事業
¥27,500,790

地域包括
支援センター事業
¥102,876,488

基幹相談
支援センター事業
¥43,666,698

有償協力員派遣事業
¥1,859,654

社会福祉センター
運営管理事業

¥28,222,729寄付金収入¥1,720,447
経常経費補助金収入
¥51,421,236

事業収入
¥1,888,862介護保険事業収入

¥101,087,693

障害福祉サービス等
事業収入
¥43,597,000

受取利息
配当金収入
¥64,463

その他の収入
¥1,457,238

固定資産売却収入
 ¥63,106,000

積立資産取崩収入
¥3,945,000

○CSW連絡会の開催
○地区担当CSW支援……延94件
○新池中学校区CSW活動実績…延1663件
○社会参加ステップ事業…登録者数2名

○おたがいさまの会…延支援時間498時間
　協力会員26名/利用会員35名
○福祉車両の貸し出し……延48回
○車イス貸し出し………延32回　

○高齢者の総合相談……延5,213件
○高齢者虐待通報への対応…59件
　（うち「虐待あり」判断32件）
○介護支援専門員に対する支援……595件
○事業者向け研修会………6回
○介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　8,911件
　介護予防ケアマネジメント作成数2,623件
○出張講座……24回実施/延650名
○介護支援サポーター事業
　登録者数59名/延活動回数333回
○オレンジカフェいずみさの……2回
○WAOいずみさの…2回/合計71名参加

○障がい者の総合相談……延7,193件
○相談支援事業所に対する支援…延333件
○自立支援協議会の事務局運営
○障がい者虐待通報受理件数…16件
○障がい支援区分認定調査業務……334件
○社協ふれあい大運動会の開催

○社協だよりの発行　……　年6回

○契約者数…54名
  (認知症13名・知的障がい者18名・精神障がい者23名)
○活動件数…2,078件

○赤い羽根共同募金運動  募金額2,700,014円
○歳末助け合い運動  募金額1,170,343円

○相談件数232件
○決定件数…生活福祉資金20件/緊急小口資金5件

○高齢者・障がい者交流会の開催　…2回
○福祉センター利用状況
　風呂（10月まで）延4,326名/
　娯楽室延10,787名/会議室合計24,515名

    受託金収入
¥74,375,750

活動内容▶参加者の介助など
活動日時▶毎月第 2 土曜日
　　　　　9：20 から11：00
　　　　　（都合により中止の場合もあります）
場　　所▶J：COM末広体育館(市民総合体育館)
　　　　　小体育室
持 ち 物▶体育館シューズ・飲み物 ( 水分補給 )・
　　　　　汗拭きタオル
【問合せ】
　泉佐野市スポーツ推進課
　電話　462-2000
　
※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。

【代表者】 外山敬子
【定期活動日】
　社会福祉センター　月1 回 （不定）
　13：30 ～ 15：30

夏の
ボランティア
体験プログラム

ボランティア
入門講座開催！！

障害児(者)スポーツ教室 泉佐野ディスコン協会

夏休みの期間にボランティアをしてみよう！！
「ボランティアしたことがないけどどうしたらいいの？」
「ボランティアってなに？」「どんなことができるの？」

「ボランティアってどんなもの？」「どんなボランティアがあるの？」
「一度してみたいけど、すぐに行くのは…」

○子どもと遊んでみたい！

○おじいちゃんおばあちゃんと

　　　　　　　　　　話すのが得意！

○畑作業、一人じゃできないけど

　　　一緒になら手伝えるかも！

色々なご質問にお答えします！！この機会にぜひボランティアセンターへ！

色々な不安や質問にお答えします。
初めての方も、そうでない方も、一緒にボランティアについて考えましょう♪

初めての人でも、ボランティアアドバイザーが
優しく教えます。
気になるボランティア活動はホームページに掲載中♪

①車いすの使い方
②簡単な手話体験
③ボランティアについて
④ボランティアさんと交流会

などなど、

などなど、

※ほかにも各町会
　単位で活動して
　います。

平成29年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

基幹相談支援センター事業

広報宣伝活動の推進

日常生活自立支援事業

共同募金事業の推進

低所得世帯への支援

社会福祉センターの管理運営

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

在宅福祉活動の推進

地域包括支援センター事業

29年度
収入

¥350,668,189

29 年度
支出

¥347,541,031

内   

容
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誰もが安心して暮らせる地域づくりには、地域住民
のみなさんの理解と協力がなによりも重要です。社
会福祉協議会では、地域福祉の輪を広げるために、
町会（支部福祉委員会や自主防災会）、ボランティ
アグループ、学校などを対象に職員による出前講座
を行っています（無料）。

泉佐野市立社会福祉センター ２階廊下部分にミニギャラリーを開設しています。
福祉センターにお越しのときは、ギャラリーにお立ち寄りください。また、長生会
会員及び社会福祉センター利用者の方々から随時作品を募集しています。
福祉センターロビーでは、マッサージ機やヘルストロンなどの健康管理機器やテレ
ビが設置されており、たくさんの方々が利用されます。作品を鑑賞し、こころのな
ごみになればと考えています。

認知症カフェをご存じですか？

〔メニュー例〕

社協の出前講座

〇地区福祉委員会と小地域ネットワーク活動について
〇見守りマップ作り
〇車イスの押しかた
〇介護予防ボランティア（いいかおクラブ）養成講座
〇認知症サポーター養成講座
〇高齢者を支える福祉制度　〇介護予防講座（各種）
〇障がい理解について
〇知って安心　成年後見制度
〇災害時図上訓練（DIG）　　等

概ね2か月に1回、一人暮らし高齢
者を招き、いきいきサロンを開催し

ており、季節行事で七夕やひな祭りをしています。
5月には、社協包括支援センターの職員による認知症
理解のための寸劇や講座を行いました。初めて聞く内
容もありましたが、寸劇で面白おかしく正しい理解が
できたと感想をもらいました。

日時や内容については柔軟に
対応させていただきますので、
お気軽にご相談ください。

いきいきサロンで出張講座
地域
福祉を支える

鶴原北住宅支部
福祉委員会

地区
福祉委員会

活動紹介

地域包括
支援センター
だより

地域包括
支援センター
だより

認知症サポーター養成講座

「認知症の人を応援します」という意思を示す目印である
「オレンジ・リング」を当日受講の皆さまにお渡しします！

７月20日までに泉佐野市社協地域包括支援センターへ

　電話 ０７２－４６４－２９７７ でお申込ください

（先着100名・無料）

日　　時：平成30年7月21日(土) 
場　　所：泉佐野市社会福祉センター　2階大会議室

対象▶認知症に関心のある泉佐野市民の方
　　　泉佐野市在勤・在学の方(中学生以上)
講師▶泉佐野市認知症キャラバン・メイト

展 示 期 間　　約２ヶ月間

展 示 点 数　　約10点

作品の大きさ　　幅１ｍ以内　

　　洋画・日本画・写真・俳画・書道・
　　ちぎり絵など展示可能なもの

※注意／作品は、注意し慎重に扱いますが、
　　　　万一の破損・汚損等の責任は負えま
　　　　せん。また、保険制度もありません。

[問合せ先]
　　社会福祉センター　４６４－２５６３
　　詳細は、１階事務所までお問い合わせ下さい。 社会福祉センター２階 廊下壁面のミニギャラリー

楽しい講座で認知症を正しく理解

認知症のことを知って、お互いに見守り、支え合い、
笑顔で安心して暮らせる地域にしましょう！

認知症を学び 地域で支えよう！

申
込

奇数月　第2金　13：30～15：00
※事前申し込み制　
鶴原2-4-18　tel 458-6230

月～金（祝は休み）13：00～16：00
羽倉崎3-8-1　tel 090-3873-1769(やじ)

毎月第4土曜　13：00～15：00
羽倉崎上町3-3-41　有料老人ホーム櫻苑内3Ｆ
tel 466-7002

地域包括支援センターでは、認知症の方やそのご家族が安心して地域での生活が
続けられるようさまざまな取り組みを行っています。
その一環として、認知症カフェの普及啓発や運営支援を行っています。

認知症の早期発見、早期対応を目的に、認知症の人やその家族、地
域住民、介護・福祉の専門家が気軽につどい、お茶を飲みながら情
報交換や相談、交流ができる場です。

認知症カフェとは・・

●認知症カフェ　にこぐさ

●おしゃべり広場　もみの木

●喫茶コスモス　8/25(土)オープン予定！

～泉佐野市内の認知症カフェ～

ボランティアで認知症カフェを運営して
いただける個人、団体、企業を募集して
います。認知症カフェの内容や規模等は
ご相談しながら、カフェ立ち上げのお手
伝いさせていただきます。ご興味がある
方は下記までお気軽にご相談下さい！

　■問い合わせ先
　　泉佐野市地域包括支援センター
　　tel　464-2977
　　担当：葛迫（くずさこ）・朝熊

あなたも認知症カフェを
           　やってみませんか？

介護者家族の
つどい ミニ講演会 と 交流会
介護をしている人や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！

開催日　7月27日（金）
時　間　14：00～15：30（13：30開場）
場　所　泉佐野市立社会福祉センター
　　　　２階　大会議室

1部

講　師…熊取町介護者（家族）の会有志の皆様

2部
対　象…市内在住の介護をしている人、
　　　　介護経験のある人
定　員…30名

申込・問合先　
7月5日（木）～7月25日
泉佐野市社協地域包括支援センター
　　　　　　tel 072－464－2977へ

講　演

交流会

「介護者の思い～介護経験を通じて～」

13：00～15：00
（12:30開場）

主催：泉佐野市
協力：泉佐野市認知症キャラバン・メイト連絡会
      泉佐野市社協地域包括支援センター

ミニギャラリー展示案内と作品募集
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ボランティアセンター
登録施設紹介⑬

小学生以上の障害児(者)を対象にスポーツ教室を
開催しています。教室参加者の介助のお手伝いをお
願いしています。

泉佐野ディスコン協会のみなさんは、健康寿命を延
ばすために明るく楽しく交流するきっかけとして、デ
ィスコンを地域で広げることを目標に活動されてい
ます。一投ごとに拍手と歓声があがって楽しく交流
されています。活動時にはいつでも体験参加が出来
るそうです。

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。

ボランティアってなんだろう？

期　　間：7月1日～9月30日
受付場所：泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター
　　　　　tel  072-464-2259
開館時間：9：00～17：00

日時：平成30年7月6日（金）10：00～11：30
場所：社会福祉センター　2階　健康相談室
お気軽にお問い合わせください。

社協登録ボランティア
グループ紹介 事業報告書および決算書の詳細は泉佐野市社

会福祉協議会のホームページに掲載している
他、社会福祉センターおよびシャッピーハウス
（ともに喫茶ルーム）で閲覧が可能です。

会費収入
¥8,004,500

法人運営事業
¥81,741,135
ボランティア活動
推進事業
¥6,951,701
地区福祉委員会
活動推進事業
¥39,755,221
善意銀行事業
¥1,297,740

共同募金配分金事業
¥2,352,396

資金貸付事業
¥3,587,021

福祉サービス利用
援助事業
¥7,729,458

コミュニティ
ソーシャルワーク事業
¥27,500,790

地域包括
支援センター事業
¥102,876,488

基幹相談
支援センター事業
¥43,666,698

有償協力員派遣事業
¥1,859,654

社会福祉センター
運営管理事業

¥28,222,729寄付金収入¥1,720,447
経常経費補助金収入
¥51,421,236

事業収入
¥1,888,862介護保険事業収入

¥101,087,693

障害福祉サービス等
事業収入
¥43,597,000

受取利息
配当金収入
¥64,463

その他の収入
¥1,457,238

固定資産売却収入
 ¥63,106,000

積立資産取崩収入
¥3,945,000

○CSW連絡会の開催
○地区担当CSW支援……延94件
○新池中学校区CSW活動実績…延1663件
○社会参加ステップ事業…登録者数2名

○おたがいさまの会…延支援時間498時間
　協力会員26名/利用会員35名
○福祉車両の貸し出し……延48回
○車イス貸し出し………延32回　

○高齢者の総合相談……延5,213件
○高齢者虐待通報への対応…59件
　（うち「虐待あり」判断32件）
○介護支援専門員に対する支援……595件
○事業者向け研修会………6回
○介護予防マネジメント
　介護予防サービス計画作成数　8,911件
　介護予防ケアマネジメント作成数2,623件
○出張講座……24回実施/延650名
○介護支援サポーター事業
　登録者数59名/延活動回数333回
○オレンジカフェいずみさの……2回
○WAOいずみさの…2回/合計71名参加

○障がい者の総合相談……延7,193件
○相談支援事業所に対する支援…延333件
○自立支援協議会の事務局運営
○障がい者虐待通報受理件数…16件
○障がい支援区分認定調査業務……334件
○社協ふれあい大運動会の開催

○社協だよりの発行　……　年6回

○契約者数…54名
  (認知症13名・知的障がい者18名・精神障がい者23名)
○活動件数…2,078件

○赤い羽根共同募金運動  募金額2,700,014円
○歳末助け合い運動  募金額1,170,343円

○相談件数232件
○決定件数…生活福祉資金20件/緊急小口資金5件

○高齢者・障がい者交流会の開催　…2回
○福祉センター利用状況
　風呂（10月まで）延4,326名/
　娯楽室延10,787名/会議室合計24,515名

    受託金収入
¥74,375,750

活動内容▶参加者の介助など
活動日時▶毎月第 2 土曜日
　　　　　9：20 から11：00
　　　　　（都合により中止の場合もあります）
場　　所▶J：COM末広体育館(市民総合体育館)
　　　　　小体育室
持 ち 物▶体育館シューズ・飲み物 ( 水分補給 )・
　　　　　汗拭きタオル
【問合せ】
　泉佐野市スポーツ推進課
　電話　462-2000
　
※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。

【代表者】 外山敬子
【定期活動日】
　社会福祉センター　月1 回 （不定）
　13：30 ～ 15：30

夏の
ボランティア
体験プログラム

ボランティア
入門講座開催！！

障害児(者)スポーツ教室 泉佐野ディスコン協会

夏休みの期間にボランティアをしてみよう！！
「ボランティアしたことがないけどどうしたらいいの？」
「ボランティアってなに？」「どんなことができるの？」

「ボランティアってどんなもの？」「どんなボランティアがあるの？」
「一度してみたいけど、すぐに行くのは…」

○子どもと遊んでみたい！

○おじいちゃんおばあちゃんと

　　　　　　　　　　話すのが得意！

○畑作業、一人じゃできないけど

　　　一緒になら手伝えるかも！

色々なご質問にお答えします！！この機会にぜひボランティアセンターへ！

色々な不安や質問にお答えします。
初めての方も、そうでない方も、一緒にボランティアについて考えましょう♪

初めての人でも、ボランティアアドバイザーが
優しく教えます。
気になるボランティア活動はホームページに掲載中♪

①車いすの使い方
②簡単な手話体験
③ボランティアについて
④ボランティアさんと交流会

などなど、

などなど、

※ほかにも各町会
　単位で活動して
　います。

平成29年度　泉佐野市社会福祉協議会　決算報告

基幹相談支援センター事業

広報宣伝活動の推進

日常生活自立支援事業

共同募金事業の推進

低所得世帯への支援

社会福祉センターの管理運営

コミュニティソーシャルワーカー推進事業

在宅福祉活動の推進

地域包括支援センター事業

29年度
収入

¥350,668,189

29 年度
支出

¥347,541,031

内   

容
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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》

みんな寄ってね！

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館
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シャッピーハウス

〒598-0043　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
開所日／月～金（祝日除く）10：00～16：00

どなたでも参加ＯＫ！
みんなで持ち寄りマーケットはじめてのはじめての

た
く
さ
ん
の
雑
貨
品

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

いずみさのみんなの絆プラン
（第2次地域福祉計画・活動計画）

中間見直しを行いました。

日時：平成30年7月26日（木）11:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス会議室・相談室

★当日運営ボランティアも同時募集します！ボランティアセンターへお問い合わせください★

１区画長机１台分（180×45ｃｍ）あたり運営協力金300円
7月19日までに社会福祉協議会地域福祉グループへ申し込んで下さい
　　　　　（募集要項はＨＰ（http://izumisanoshakyo.or.jp/）に掲載しています）

　冊子には、これまでの市民のみなさんが取り
組んできた福祉活動の紹介も交えながら、今後3
年間でめざしていく地域福祉の方向性について
まとめています。

会計報告や名簿、チラシのつくりかたなど、普段
お使いのパソコンでわからないことの相談を職
員がお伺いし、お手伝いします。

※内容によっては職員で対応できない場合が
　あります。悪しからずご了承ください。

喫茶ルームはどなたでもご自由にお使いいただけます。
打合せ、自習などお気軽にご活用ください。

○理事会・評議員会の開催
○理事・監事・地区福祉委員会合同研修会の実施
○職員研修の実施

○小地域ネットワーク活動の推進（14地区合計）
　◆個別訪問活動…対象世帯：2117世帯
　　延訪問回数41,848回/延訪問人数93,281人
　◆グループ支援活動…延実施回数2,282回
　　参加者内訳：対象者40,310名/関係者11,964名
○地区福祉委員会連絡会の開催
○子育てサロン実施地区連絡会・研修会の開催
○小地域ネットワーク活動報告集会の開催
○学校における福祉教育への協力…４校
○地域の暮らしを話す会の実施・・・14地区各1回
○地域福祉活動計画推進委員会の開催…３回
○当事者団体等ヒアリングの実施…５回

○災害時図上訓練マップの提供…３地区
○河内長野市社協災害ボランティアセンターへの
　応援派遣
　　11/3(職員２名)・11/5(職員１名)
　　11/10(職員３名・事前登録Vr２名)
　　11/11(職員３名・事前登録Vr３名)

○サロン・ド・ボランティアの開催…１２回
　個人登録Vr130名/延活動人数1,711名
○ボランティアセンター運営委員会
○ボランティアアドバイザー連絡会
○登録ボランティアグループへの支援
　（15グループ）　連絡会の開催…2回
○講座および研修会の開催…合計3回
○シャッピー喫茶の運営…延利用者1,191名
○ほっとサロン　年10回延参加者数85名
○ボッチャスクール…2回
○障がい児者ふれあい交流会（ボッチャ大会）
○第39回社協チャリティバザー
○第39回社協ふれあいクリスマス会
○第6回ボランティアフェスティバル

○心配ごと相談所の開設　
　開設延日数45日/相談件数　22件

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

善意銀行寄託

善 意 銀 行 平成30年4月
        ～平成30年5月末受付分

善意銀行は、みなさまの善意を寄託（寄付）として受け、福祉活
動の発展に寄与するべく運用することを目的としています。

人生道場

泉佐野モラロジー事務所

日王株式会社

右馬野　博

株式会社ダイナム大阪泉佐野店

200,000円

10,000円

100,000円

じゃがいも82㎏

日用雑貨品一式（91点）

ボランティア役員のための

パソコン
      相談会
パソコン
      相談会
パソコン
      相談会

［対象］　地区（支部）福祉委員会役員
　　　　　社協登録VG役員で今後、活動に
　　　　　パソコンを活用したい方
［日時］　7月9日（月）14時～16時
　　　　　8月6日（月）14時～16時
［場所］　社会福祉センター2階　健康相談室

※ご自身のパソコンをお持ちください。

　平成29年10月、市立保健センター跡に市立社会福

祉センターが移転したことに伴い、社協事務所も移転

しました。

　地域福祉事業においては、引き続き地区担当職員

を配置し、福祉委員会活動への指導・援助を行いまし

た。また策定3年目になる「第2次地域福祉計画・地

域福祉活動計画」を市と連携しながら中間見直しを

行い、中間見直し報告書を作成しました。

　ボランティアフェスティバルについては下瓦屋の商

業施設「いこらも～る泉佐野」の臨時駐車場に会場を
変更し、多くの参加者がありました。

　29年度新規事業として、障がいの有る・無しにかか

わらず、ともに参加できる大運動会を実施し、市関係

課・民児協障害部会・社協ボランティアの協力と全日

本空輸関西空港支店の社会貢献もいただき予想を上

回る参加者がありました。

　その他、具体的な各事業の報告は次のとおりです。

平成29年度
泉佐野市社会福祉協議会

事業報告

法人運営関係

地域福祉事業の推進

災害につよい街づくり事業の実施

ボランティアセンター事業

総合相談事業

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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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

→

→

→

→

　地域のつながりが希薄化し、虐待や孤立死、格差の拡大など社
会的な課題が増加している中、社協はみなさまの協力と参加を得
て、行政では行き届きにくい分野の地域福祉活動をすすめていま
す。しかし、その財源については、行政からの補助金や寄付金・共
同募金の配分金だけでは十分な活動が行えない状況です。

社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的に、
すべての都道府県と市区町村に設置されている福祉団体です。

　地域の誰もが住み慣れた町でいつまでも安心して暮らし続けることができる
「福祉のまちづくり」を理念としています。

地域の支えあいのために…

50％
30％

20％

社協会員加入と会費納入にご協力をお願いいたします。

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

30年7月7日（土） 13：00～16：00
9月8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

ボッチャスクール

・スクール
・大会
いずれも

日　時▶8月25日（土） 10:00～14:00　※雨天決行
場　所▶大木小学校　駐車場
対　象▶市内在住の小学生と保護者　　定　員▶30組（先着順）
参加費▶小学生300円、大人500円、幼児無料（昼食代・保険料含む）
持ち物▶軍手

と　き　平成30年8月29日（水）・31日（金）
　　　　13：30～15：30

と　き　平成30年9月1日（土）
　　　　13：30～15：30

ところ　J:COM末広体育館　小体育室
講　師　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根　裕二　氏
対　象　市内在住・在学の方どなたでも
定　員　選手枠30名　付添者30名
申　込　当日の3日前までに社会福祉協議会へお申込みください。（℡464-2259）

申込／8月3日（金）までに泉佐野市社会福祉協議会（464-2259）へ

地域に密着した福祉活動をさらに充実させるため、

申込・問合先

50％は町会に還付
支部福祉委員会（町会単位）や
町会が行う地域の福祉活動に
使われます。
●要援護者に対する月1回以上
の見守り訪問活動
●閉じこもり予防や孤立防止、
介護予防等を目的としたふれあ
いいきいきサロンやコミュニ
ティカフェ
など

30％は地区福祉委員会に対して助成。
概ね小学校区単位の福祉活動等に使
われています。
●世代間交流会（小学生と高齢者）
●高齢者交流会・子育てサロン
●研修会や講座の開催・啓発
など

20％は制度の狭間の課題解決など
社協独自の福祉事業にあてられます。
●障がい児者ふれあい交流会
●社協ふれあいクリスマス会
●福祉車両の貸出
●ボランティア活動推進
など

障がいのある人もない人も共に楽しめるパラリンピ
ックの正式種目にもなっているスポーツボッチャを
通じて交流しましょう！
知らない人も、知っている人も、みんなと一緒にボ
ッチャを楽しもう！！

ボッチャ大会
チームを組んで対戦をします。
2020年のパラリンピック種目にもなっていますの
で、ボッチャスクールで練習した人は、ぜひ大会に
もご参加ください。

第15回 親子ふれあい木工交流会
自然いっぱいの中で、木材、竹などを使って作る喜びと、親子の絆を一層深めていただくことを目的に開催します。

契約期間：平成31年3月31日まで
【受験資格】
　①社会福祉士の資格を有する人
　②普通運転免許を有する人
　③昭和43年4月2日以降にうまれた人
【募集期間】　随時
★詳細はホームページをご覧ください★

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

活
動
の
流
れ

①興味が出たらまずは
  研修申込

②研修受講
　サポーター登録

日　　時：平成30年7月23日(月) 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：7月18日（水）

③活動開始
　1日1回
　1スタンプ

④最大5000ポイント
　泉佐野ポイントカード
　「さのぽ」の地域ポイントに
　変換できます！
　1スタンプ＝100ポイント

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

研
修
会

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
「趣味を活かして活動ができ、利用者の方も施設の
　スタッフの方も喜んでくれて嬉しかった」

介護支援サポーターさんの声♪ 

泉佐野市社会福祉協議会

非常勤職員募集！非常勤職員募集！

［主催］大土地区福祉委員会

平成30年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします平成30年度  社協会員会費募集にご協力をお願いします

あなたの会費（寄付）が を支えます。

地
域
住
民

町
会・自
治
会

泉
佐
野
市
社
会
福
祉
協
議
会

♥まちの安心

地
区
福
祉
委
員
会
に
よ
る

子
育
て
サ
ロ
ン
活
動




