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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

今年度、泉佐野市社会福祉協議会は法人化50周年を迎えます。それを記念し、
50年を支えていただいたいた市民の皆様及び関係機関等の皆様への感謝の気
持ちを込めて記念式典、記念講演を開催いたします。

おかげさまで50年おかげさまで50年
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
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！

〒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

好評につき第2回好評につき第2回

30年9月 8日（土） 13：00～16：00
11月10日（土） 13：00～16：00

  9月14日（金） 手作りしましょう♪
10月12日（金） ゲーム大会

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

市立佐野中学校吹奏楽部
Ⅰ部　記念式典
Ⅱ部　記念講演

エブノ泉の森大ホール
13:00開演（12:00開場）
入場料無料

地域福祉
カフェ

島田 洋七さん

気になる地域の話題をざっくばらんに話そう！

＜プロフィール＞
漫才コンビB＆Bとして1980年代の漫才ブームの先駆者となる。NHK漫才
コンテスト、上方漫才大賞、読売テレビ上方お笑い大賞など数々の賞を受
賞。現在はタレントとしての活動の傍ら、講演や執筆活動等にも精力的に
取り組む。自身の人生論や経験、おばあちゃんとの生活などを元に語る
講演は開催4700箇所を超える。

10 20平成30年 月 日（土）

※事前申し込み不要
※手話通訳あります

来場者には
先着順で
記念品

オープニング

プログラム

どんな状況でも笑顔で過ごす

「元気！勇気！やる気！」記
念
講
演

日時：平成30年10月11日（木）
　　　　　　　　11:00～15:00
場所：シャッピーハウス

場　所…シャッピーハウス　会議室
参加費…100円（飲み物代・資料代込み）

対
象・定
員

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
ターまたはシャッピーハウスへお問い合わせください。

9月12日（水）
13：30～14：30
テーマ／福祉と防災①
「豪雨の時、何をしますか？」

１０月26日（金）
13：30～14：30
テーマ／福祉と防災②
「地震が起こったら何をする？」

１区画長机１台分（180×45ｃｍ）あたり
運営協力金300円（先着10区画予定）
9月3日～28日までに社協地域福祉グループ
またはシャッピーハウスへ申し込んで下さい。

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。

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

（募集要項はＨＰ（http://izumisanoshakyo.or.jp/）に
掲載しています）

7月26日（木）に開催した第１回はたくさんの方々にご来場いただき、
みんなで交流しました！

関心のある方ならどなたでも（先着順18名）
※意見交換の際には、以下のルールをお守りください
　　①他の人の発言等を否定しない
　　②ひとりで長時間話さない
　　　（他の人も話せるように配慮する）
　　③本人が話したくないことをしつこくきかない

社協法人化50周年 福祉大会

墓 石

住所：大阪府泉佐野市市場西1丁目12-1

TEL：072-462-1308

URL http://www.ishitsunesekizai.co.jp

毎月第2金曜日　13：30〜
社会福祉センター2階　健康相談室

参加費／飲み物代100円
（他に必要な場合もあります）

（株）石常石材店

いつ来ても、だれが来てもほっとできる、
ほっとな雰囲気の居場所です。

ほっとサロン
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エンディングノート

　平成30年6月18日午前7時58分に発生した大阪北部地震による被害があったことを受け、大阪
府内7市の社会福祉協議会に「災害ボランティアセンター」が開設されました。本会は吹田市への運
営支援者派遣（7日間）をはじめ、高槻市、箕面市、茨木市、吹田市の各市の災害ボランティアセン
ターへ応援派遣（8名のべ19日間）を行いました。
　また、活動資材として、大阪府社協を通じ、高槻市社協に軽トラック1台とヘルメット40個を貸出
しました。

平成30年度　介護の日記念講演会

介護している家族として、
自分のこととして、
人生の最期について
考えてみませんか。

※泉佐野市制施行70周年記念事業の「介護甲子園フェス
　ティバル」の中で開催します。

介護
の日 お口の健康から介護予防

日本人の死因順位の第3位は、肺炎で９０％以上が
高齢者です。その多くが、誤嚥性肺炎だと言われて
います。誤嚥性肺炎を予防するため、お口の健康か
ら介護予防を始めましょう！

介護
予防

オレンジリングは
認知症サポーターの

証オレンジリングは
認知症サポーターの

証

日時：平成30年11月11日（日）
　　　　　　　　13：00～14：30
場所：泉佐野市立文化会館（エブノ泉の森ホール）
　　　２階会議室大
講師：髙澤 洋子先生
　　（淀川キリスト教病院　看護部主任看護課長）

泉佐野地区共同募金会　義援金受付報告（6月～7月末分）
大阪北部地震へ　6,878円 みなさまの温かいお心づかいに感謝いたします。

　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症
の人や家族を温かく見守り支える応援者です。認知症サポ
ーターになるには、認知症の病気や症状に関する事や認
知症の人やその家族に対する支援のあり方等の講座（60
～90分）を受講して頂きます。
　認知症サポーター養成講座は、年２回の市民向け公開
講座または10以上の団体向けの講座がありますので、詳
しくは地域包括支援センターへお問い合わせください。

終　活
　～自分で決める人生の終い方～

【災害ボランティアセンターの状況】

平成30年
大阪府北部地震義援金

　被害の大きかった地域では、地震の揺れで屋
根瓦が落下している住宅もあり、屋根の修理を
するまでに、ブルーシートをかけたいが、高齢者
のため自分ではできないといったお困りごとが多
く寄せられていました。
　一般のボランティアでの対応が困難な高所作
業については、高所作業等の経験のあるボラン
ティア団体に対応していただいていました。
　また、「建物自体に被害はなか
ったけれど、室内では本棚や食器
棚が倒れて起こすことができない」
「冷蔵庫やピアノの位置がずれて
しまったので家具を移動するのを
手伝ってほしい」という依頼や「壊

れた家具類を大型ゴミとして搬出したいが大きく
て運べないので手伝ってほしい」という依頼に対
しては、各地から駆けつけてくださった一般ボラ
ンティアの方々に支援いただきました。
　発災から1ヶ月が経過し、7月末頃を目途に大
阪府内の災害ボランティアセンターは週末のみの
活動や、通常のボランティアセンターへの移行が
予定されています。

社会福祉センターに募金箱を設置している他、泉佐野市社会福祉協議会窓口（泉佐
野地区共同募金会）でも受け付けをしています。

　平成30年大阪府北部を震源とする地震により、被災をうけられた方
々を支援するため、大阪府共同募金会では義援金を募集しています。

　平成30年7月の豪雨により各地で人的被害をはじめ家屋の倒壊等の
甚大な被害が発生し、複数の市町村で災害救助法が発令されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援するために義援金を募集
しています。中央共同募金会でお預かりした義援金は、全額被災県共
同募金会に被災状況に応じて按分の上、送金します。特定の府県に寄
付されたい場合は、窓口でその旨をお伝えください。

平成30年7月
豪雨災害義援金

（受付期間6月22日～9月28日）

（受付期間7月10日～9月28日）

しま

日時：平成30年10月30日（火）
　　　   13：00～14：30（受付 12：30開始）
場所：泉佐野市社会福祉センター　２階大会議室
内容：誤嚥性肺炎予防
　　　　～いつまでも楽しい食事のために～
講師：泉佐野泉南歯科医師会　濱西伸児 先生
　　　大阪府歯科衛生士会　　大森かずみ 先生

○対象者　65歳以上の泉佐野市民   《定員80名》
○参加費　無料
　[お申込み・問いわせ]
　　　社協地域包括支援センター　TEL 072-464-2977

誤嚥性肺炎予防！
～いつまでも楽しい食事のために～

ごえんせい

7月21日に市民公開講座開催しました！！

認知症を学び 地域で支えよう！
あなたも
認知症サポーターに
なろう！

　記録的な猛暑で厳しい暑さの中、10歳代～
70歳代の22名の市民の方が認知症サポータ

ー養成講座を受講しました。講座では、認知

症の病気に関する基本的な知識を学んだ後、

認知症の方への対応のポイントを、講師がわ

かりやすい事例を交えながら説明しました。

また認知症の方の気持ちをあらわした詩を朗

読し、認知症の方の気持ちの理解を深めるこ

とができました。

　参加者からは、「認知症の方への具体的な

対応方法をわかりやすく、丁寧に教えてもらっ

た！」「将来的に認知症の人が増えていくので

他人事ではない、このような活動は必要」と

言う感想があり、講座の最後には、認知症サ

ポーターの証であるオレンジリングをお配り

しました。

次回は、あなたのご参加
　　　　　お待ちしています！！

吹田市社協災害ボランティアセンター 高槻市社協災害ボランティアセンター

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

大阪北部地震に係る支援報告  （平成30年6月21日～7月15日）

義援金募集
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いざという時に備えて

　災害が起きたとき、迅速にボランティア活動が行えるよう、泉佐野市社会福祉協議
会では、災害ボランティアの事前登録を行っています。

活動紹介 かじのリハビリデイサービスで活躍している上田純子さんにインタビューを
させていただきました！

上田純子さん

今後の予定：H30年11月19日（月）／H31年 1月29日（火）

新規の養成研修会のお知
らせ

三井住友銀行　東京公務部　　
（普）００４２２６２
社会福祉法人　央共同募金会

7月豪雨支援金支援金大阪府北部地震支援金

みずほ銀行　虎ノ門支店
　（普）２８５６７１７　（福）中央共同募金会
三井住友銀行　東京公務部
　（普）１７７６３１　（福）中央共同募金会
三井住友信託銀行　本店営業部
　（普）０４９６０６２　（福）中央共同募金会

★事前登録者にお願いしたい活動内容例 ★登録いただける方
▶

▶

▶

被災者を支える人を支える「活動支援金」

泉佐野市内で災害が起こった時の被災者
支援活動（泥だし・片付け・話し相手等）
　
泉佐野市災害ボランティアセンターが立
ち上がった時の運営スタッフ

その他、近隣市で災害が発生し、ボランテ
ィアバス（ワゴン）を運行することが決ま
った場合、優先的にご案内させていただ
く場合があります。（運行については、被
災地および本会の状況によりその都度、
判断しますので、必ず運行するものではな
いことをご了承ください。）

泉佐野市内で活動が可能な15歳以上の方
（未成年者は保護者の同意が必要です）

★登録申込み

随時受付していますが、登録受付時に基本
的なオリエンテーションを行いますので、
ご来所いただく前に電話等でご予約いた
だきますようお願いします
《窓口》
　泉佐野市社協ボランティアセンター
　tel  072－464－2259

　中央共同募金会では、被災者支援活動を応援する「ボランティア・NPO活動支援金」の募集を行って
います。この活動支援金では被災地で支援を必要としている方を支える活動に助成を行うことで被災地
支援を支えていきます。（被災者に配られる義援金とは使いみちが異なります）
　ご寄付いただける方は、右記の口座に直接お振込みいただくか、泉佐野共同募金会担当者までご相談
ください。

（受付期間6月22日～9月28日） （受付期間7月10日～9月28日）

利用者の方にとって、サポーターさんが活動に来てくれる事で良い刺激になっ

ています。ぜひたくさんのサポーターさんに来ていただければ嬉しいので活

動を検討してみてください。（かじのリハビリ：横河さん）

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）

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

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

日　　時：平成30年9月21日(金) 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：9月14日（金）

○活動内容…紙芝居、手遊び、クイズ、手品、歌等

懐かしい紙芝居を披露♪

利用者の方に楽しんで貰おうと、手品など新しい事に
もチャレンジしています。利用者の方からも応援の声が
あり、活動する事で元気をいただいています。人に喜ん
でもらうことが嬉しく、活動を行う活力になっているの
で引き続き活動していきたいと思います。
ぜひ一緒にサポーター活動をしましょう！

《サポーター活動を通して》

災害ボランティア事前登録事業のご案内

支援金募集



（ 4 ） 泉佐野市社協だより （ 5 ）泉佐野市社協だより

ボランティアセンター
登録施設紹介⑭

利用者さんが織った生地の商品加工（かばんやサイ
フ、ポーチ）のお手伝いです。

バンド演奏

南中地区・樫井東支部では、65歳以
上の一人暮らし高齢者の方を対象に
毎年1回夏に楽しいひと時を過ごす
場として、いきいきサロンを開催して

います。介護予防の勉強も兼ねて、今年は7月14日に昔
を振り返ろうということで、“回想法”と重要文化財の“
奥家の見学会”を行いました。いくつになっても元気で
過ごせるように毎年多様な催しを考えております。

いきいきサロン

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。

樫井東支部福祉委員会 社会福祉センター　昔なつかし交流会
地区
福祉委員会

活動紹介

出張相談開催! ! 
●月曜日（第 4月曜除く）13:00～ 16:00
　場所／社会福祉センター2階相談室
●第 4月曜日　13:00～ 16:00
　場所／シャッピーハウス

お寄せいただいた募金は、地域の福祉のために
使われます。
たとえば・・・
●社会福祉施設の整備
●地域福祉活動への助成　など

日　　時：平成30年10月11日(木) 
　　　　　13：00～16：00
場　　所：いこらも～る泉佐野　1階　特設会場
　　　　　（下瓦屋2丁目2番77号）

平成30年9月14日(金)
午後1時30分  開演

おたがいさまの会　説明会
　　日時…１０月５日（金）１３:３０～（定員50名）
　　場所…社会福祉センター　２階大会議室
　　内容…①おたがいさまの会の説明
　　　　　②実績報告・事例紹介など　

社会福祉センター
２ 階　 大会議室
申込み先着 100名

市内の
60歳以上の方なら

だれでも
参加できます

○ みんなが知ってる懐かしソング
○知って得するええ話し
○昔なつかし思い出体験
　　輪ゴム鉄砲・綿菓子・輪投げ
　　じょうろボウリング

など
どんなことでもご相談ください。

日時：毎年1回     6月下旬～7月初旬頃
　　　10：00～14：00頃まで
場所：樫井東町会館
対象：樫井東在住の
　　　65歳以上の一人暮らし高齢者

重要文化財
奥家の見学

回想法

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。

　共同募金は、昭和22年に第1回の運動を実施し、本年70周
年を迎えます。戦後の復興のために始まったこの運動は、府民
の深い理解と信頼、あたたかい協力により、大阪の民間社会福
祉事業の向上発展に大きな役割を果してまいりました。
　高齢社会や人口減少社会が進行し、社会的孤立や生活困窮
等が大きな課題となる中、安心して生活できる地域社会を構築
していくため地域福祉の展開が求められる今日、民間福祉活動
への期待がますます高まっています。
　泉佐野市内においても、10月1日より12月末まで、市内各所
にて募金運動を実施します。今年も、みなさんのあたたかいご
協力をお願いします。

　有償協力員派遣事業「おたがいさまの
会」は、公的サービスで解決できないお困
りごとを「おたがいさま」の気持ちで協力
会員が支援する取り組みです。
　窓ふきや庭の草むしり、病院のつきそい
など、依頼内容は、利用会員のお困りごと
に応じて様々ですが、身体介護（お体に触
れる介護）と車の運転はできません（公共
交通機関を利用しての移動になります）

※特技ボランティアとは
　何か一芸をお持ちの方で、ボランティアで活動いただ
ける方が登録いただいております。現在約20件の登録が
あります。　ご興味のある方は、社協ボランティアセン
ターへご連絡下さい。

10月1日より
赤い羽根共同募金運動が
始まります

バンド演奏や紙芝居、マジック
・腹話術・ハーモニカ演奏な
ど、特技を持った高齢者グル
ープで、福祉施設や介護施設
・町内会等に、ボランティア
で慰問活動を行っています。

特技ボランティア紹介

[ 活動日時 ]平日の 10：30～ 15：00の時間帯で
　　　　　 ご都合の良い時間で結構です。
　　　　　 ※ミシンを使える方大歓迎です。
[問 合 せ ]
　電話番号：072-429-9602
　場　　所：泉佐野市中庄 1413-1( 駐車場あり)
　担　　当：清水

花 筏（はないかだ）

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］9月10日（月）14時～16時
　　　　10月15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。

ー社会福祉センター指定管理事業ー

善意銀行寄託

一 般 寄 付

善 意 銀 行

平成30年6月～平成30年7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

社会医療法人栄公会

200,000円

10,500円

匿　　名 1,482円

あなたに寄りそう
相談先が
わからない

身近に
相談する人がいない

予約不要、相談無料、秘密厳守

【「心配ごと相談所」定期開設】

予約不要 相談無料 秘密厳守

10月1日～12月31日

どなたでも
参加できます

おたがいさまの会おたがいさまの会
住民参

加型在宅福祉サービス
ご
利
用
の
流
れ

①お申込み・ご相談 ②訪問・ききとり

③派遣決定 ④支援の開始

社協までお電話ください。
☎072-464-2259

コーディネーターがご自宅に
うかがい、現在の状況や希望
するサービスの内容をききと
りさせていただきます。

ききとりの内容にも
とづき派遣の決定を
し、協力会員と連絡
・調整をします。

顔つなぎ後、内容に応じ支
援を開始します。
利用料金は前もって利用券
をお買い求めいただきます。※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。


