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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

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。

泉佐野市社会福祉協議会サテライト事務所

受付期間　１２月１日～１２月２８日

シャッピーハウス

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

ライフラインプラザいずみさの1階

社協ふれあい

クリスマス会
社協ふれあい

クリスマス会

開所／月～金（祝日除く）10：00～16：00

シャッピーハウス貸会議室の利用規定を改定しました！

★会議室【定員30名】

会議室

相談室

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

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

13:00
　～15:30
￥250
￥250
￥500
￥1,000

みんなでささえあうあったかい地域づくり

社協チャリティバザー社協チャリティバザー社協チャリティバザー
団体種別

貸出時間

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

30年11月17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

社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会
泉佐野市町会連合会・泉佐野市民生委員児童委員協議
会・泉佐野市長生会連合会・泉佐野地区保護司会・泉佐
野地区更生保護女性会・泉佐野市民間福祉施設協議会
・泉佐野中央ライオンズクラブ・泉佐野ロータリークラブ
・りんくう泉佐野ロータリークラブ・泉佐野市青少年指導
員連絡協議会・泉佐野地区ＢＢＳ会・ガールスカウト大阪
府第42団・日本ボーイスカウト泉佐野第１団，４団・(社)
泉佐野青年会議所・永遠の若人のつどい（EYC）・泉佐
野障害児(者)を守る会・泉佐野商工会議所

関西エアポートワシントンホテル、犬鳴山温泉 不動口館、
犬鳴山温泉 み奈美亭、大泉観光株式会社、社会福祉法
人 犬鳴山、イオンリテール株式会社、イオンモール日根
野店、株式会社平善、大阪タオル工業組合、大阪泉州農
協、阪南青果株式会社、株式会社向新、バイキング左
近、不二製油株式会社、お食事処 植田、お好み焼き 水
無月、たこ焼き ぴょんぴょん、焼き肉 やまや、株式会
社紀の国ぶらくり劇場、不二製油株式会社、きしろふと
ん店、タカラブネ、株式会社リノ、河井 透、前田 五雲、
射手矢 康之、右馬野 博、辻 利明

会場　エブノ泉の森ホール　２階レセプションホール他

●食器、衣服、食糧品など（新品のみ）
　※食品については賞味期限内のものに限ります。
　※個人名が入っている記念品などはご遠慮ください。
●寄付金

お電話をいただけますと職員が受け取りに伺います。
（町会などでの取りまとめていただけますと助かります）

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）（敬称略・順不同）

11月1日～11月30日　（土日祝を除く）

日　時　12月15日（土） 14：00～16：00
場　所　エブノ泉の森ホール　レセプションホール
対　象

日　時　12月15日（土） 14：00～16：00
場　所　エブノ泉の森ホール　レセプションホール
対　象

［募金受付］
●泉佐野市社会福祉協議会
　泉佐野市中庄1102番地　社会福祉センター1階
　☎072-４６４-２２５９
●シャッピーハウス（泉佐野市大西1‐16-5）でも受付します。

内　容　人形劇・大道芸
申込・問合せ先▶12月7日（金）までに
泉佐野市社会福祉協議会（☎464・2259）へ

いただいた募金は下記の事業等に使わせていただきます。
　★ふれあいクリスマス会（社協）
　★ひとり暮らし高齢者交流会（民児協）
　★ひとり暮らし高齢者年賀はがき（民児協）　など

※会議室利用は、シャッピーハウスの開所している祝日・年末年始をのぞく月～金の10時00分～12時00分／13時00分～15時30分の2区分となります。
※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。（例： 2月 25 日利用の場合、 11月 1日以降～ ）

駐車場２時間まで無料

平成
最後の

市内在住で18歳未満の障がい児（障害者手帳
を持っている児童および支援学校・学級の生
徒）市子育て支援課・教育委員会の相談にかか
わる児童 等
※同伴者も参加可

シャッピーハウスでは、会議室の貸し出しを行っています。これまで対象団
体を登録ボランティアグループ等に限っていましたが、10 月 1日より、そ
の他の団体にも貸出対象を拡大しました。

第４０回 社協チャリティバザー

歳末たすけあい募金

平成３０年１２月９日（日）１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

募集している金品

共催団体 昨年度　大型商品提供者

提供物品受付期間

物品提供募集！

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

（株）石常石材店



（ 2 ） 泉佐野市社協だより （ 7 ）泉佐野市社協だより

　毎月定例の泉陽ヶ丘いきいきサロンでは、高齢
者の介護予防を目的とした内容に取り組んでい
ます。脳トレーニングや体操、お口の運動を行った
り、カラオケで声を出したり、また音楽介護予防事
業の【泉佐野元気塾】のプログラムも取り入れ、心
も体もリフレッシュできる内容となっています。

　地域包括支援センターでは、介護予防ボランティア講座や認知症・転倒など介護予防に関する無料
の出前講座を行っています。日時や内容等、柔軟に対応させていただきますので、気軽にお問合せ下
さい。      　　　　　（出前講座申込・問合先）　地域包括支援センター　TEL  ０７２－４６４－２９７７

地域包括支援センター地域包括支援センター

泉佐野市社協災害ボランティアセンター運営のために、ご寄贈いただきました。

【支援金】
　・R.オユンゲレル様　　　10,000円
　・あつた　たくじ様　　  3,000円

相談先

【支援物資】
　・いずみ市民生協様　お茶10箱・熱中症あめ
　・その他、個人の方からも飲み物や資機材の
　　提供をいただきました。

みなさまも大変な状況のなかありがとうございました。

【泉佐野市社協のうごき】

（認知症初期集中支援チーム）

【災害ボランティアセンターの運営には】

9月 5日

9月 6日

9月 7日

9月18日

9月24日

●独自で市内被害調査・利用者安否確認

●災害ボランティアセンター開設を市に申し入れ

●泉佐野市社協災害ボランティアセンター開設

●地区福祉委員会および民生委員児童委員協議会に

　災害VCの開設を連絡

●以降、土日祝日を含めた毎日、ニーズ（お困りごと依頼）

　受付を実施

●ボランティア募集開始　●Facebookページ開設

●依頼数の減少をうけて、平日のボランティア募集と活動を

　休止

●市の災害ゴミ集積所の閉鎖をうけて、災害ボランティアセン

　ターを閉所

泉佐野市社協地域
包括支援センターへ。
電話または窓口で
　TEL　464-2977

40歳以上の泉佐野市民で、自宅で生活されており、認知症の

症状でなどでお困りの方。

例）・認知症疾患の診断を受けたいが、受診を拒否している。

　 ・医療サービスや介護保険サービスを利用していない。

　 ・認知症の症状が強く、対応に困っている、等

家庭訪問 認知症初期集中支援チーム
いきいきサポート いずみさの

もしかして
認知症？

認知症サポート医や医療、福祉の専門職が
様々なサポートや調整、引継ぎを行います。
　・専門医への受診の調整
　・必要な介護サービスの調整
　・認知症の症状に合わせた対応方法の
　　アドバイスなど

認知症は「早期発見」「早期診断」
「早期対応」が大切です。

お問い合わせ先
泉佐野市社協地域包括支援センター
ＴＥＬ ： 072－４６４－２９７７

泉陽ヶ丘支部福祉委員会

介護予防の
　取り組み

紹介①

ボランティアの兒玉さんにお話を伺いました。

対象となる人は？

社協災害ボランティアセンター

台風被害の様子

泉佐野市社協ボランティアセンターの登録ボランテ

ィアアドバイザーさんや社協理事だけでなく、「いず

み市民生協」さんや「大阪ボランティア協会」「大阪

府社会福祉協議会」からもスタッフとして応援参加

いただきました。

　兒玉さんは“笑いのヨガ”を担当され、参加者みなさ

んの大きな笑いを誘いました。「家を出て人と会うのが

介護予防の第一歩」と話され、ご自身も介護予防の取り

組みを楽しみながら実践されていました！

　認知症の方が住み馴れた地域で自分らしく暮らしを続
けるためには、医療と介護のサービスが切れ目なく関わる
ことが必要とされています。「いきいきサポート　いずみさ
の（認知症初期集中支援チーム）」は、認知症専門医（サポ
ート医）と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、認知
症の「早期診断・早期対応」を目指して、認知症の人やその
家族をサポートします。

　平成30年9月4日、泉佐野市を通過した台風21号によって、
市内は停電や家屋の損壊などおおきな被害を受けました。泉佐
野市社会福祉協議会では、9月6日より「社協災害ボランティア
センター」を開設し、市内外のボランティアの協力を得て、要援
護者の生活復旧にむけた支援を行いました。

いきい
きサポート いずみさの

チーム員がご自宅へ訪問
し、お困りごと・心配ご
となどをお伺いします。

台風21号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

台風被害をうけて、地域でたすけあい活動が
おこなわれました。
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泉佐野市市制70周年記念事業として、「介護甲子園フェスティバル」が
開催され、各会場で介護に関するさまざまな催し物が実施されます。

平成30年度
介護の日記念講演会『終活～自分で決める人生の終い方～』

介護支援サポーターさんの声♪

しま

認知症サポーター養成講座

あなたの生きがいと健康づくりに！
●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、いつまでも元気で暮らしていくために、介護予防を目的にしている活動です。

活動の
流れ

興味が出たらまずは…説明会申込

「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

説明会参加　　 サポーター登録

活動開始！（1日1回1スタンプ）

説明会申込・お問い合わせはお気軽に！

【主催】　介護甲子園フェスティバル実行委員会
【共催】　泉佐野市　一般社団法人 日本介護協会
【後援】　関西デイサービス協会　一般社団法人 日本音楽健康協会
　　　　社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会

地域包括支援センター
　TEL：０７２－４６４－２９７７

日時　11月11日（日）10：00～17：00
会場　エブノ泉の森ホール

13：00～14：30
２階会議室（大）

15：00～16：30
２階会議室（大）

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

説
明
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。

「活動を通して利用者の方からも元気をいただいています。
人に喜んでもらう事が活動を行う活力になっています。」

日時：平成30年11月22日（木）13:30～15:30　〈11月16日(金)申込〆切〉
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

［講師］　髙澤　洋子先生（淀川キリスト教病院　療養支援課　主任看護課長）
［定員］　70名（当日先着順）

※手話通訳の必要な方は、11月2日（金）までに（泉佐野市社協地域包括支援
センター  TEL ４６４－２９７７／FAX ４６２－５４００）へご連絡ください。

問合先　泉佐野市社協地域包括支援センター（TEL ４６４－２９７７／FAX ４６２－５４００）へ

【ボランティア活動】

活動実績
ニーズ受付件数

活動件数

ボランティア受付数

ボランティア活動者数

177件

145件

累計のべ202人

累計のべ481人

【ボランティアの声】

写真に変更

被災者からの声

災害ボランティアセンター

は閉所いたしましたが、日常

生活において、お困りごとが

ございましたら、泉佐野社

協までご相談ください。

飛来物や損壊した家具などを、自力で市指定の災害

ごみ仮置き場にもっていくことが困難な要援護者か

らのご相談が多く寄せられました。

車両を必要とする活動が多く、ボランティアさんが

持ち込んでくださったトラックも活用しながら支援

を行いました。

　ボランティア実人数112人

のうち、市外の人が78人と多

く駆けつけてくださいました。

遠くは北海道や九州からきて

くださったボランティアさん

もおられました。

　一方、長滝西ノ番若中会や

高松町子ども会など市内の団

体さんもボランティアとして

協力してくださいました。

破損したガラス窓の処置をしましたが、床だけ
でなく壁にも細かい破片が刺さっていて危な
いし、視力が低下している高齢者にとって、ガ
ラス破片が与えるストレスは予想以上に大きい
んだと知らされました（ボランティアより）

風でエアコンの室外機が倒れ
て壊れてしまいしまい困ってい
ました。運んでくださってとて
も助かりました（高齢者女性）

助けてもらって私が喜ぶ側なの
に、ボランティアさん達が「あ
～役にたててよかった」と喜ん
でくださってね。本当に感謝し
ています。（高齢者女性）

住めなくなってしまって引っ越すことに
なったけれど、ひとり暮らしでは冷蔵庫
を動かすことができず困っていたので
助かりました（高齢者男性）

メディアの報道も少
ない中で、何ができ
るか、と思って参加し
たけれど、お役にた
ててよかったです。

申込不要 受講無料

認知症のことを知って、認知症の人やその家族を見守り、地域で支える

『応援者』になりませんか

［対象］　市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
［定員］　70名（当日先着順） 申込不要 受講無料

※当日受講の皆さま
には「オレンジ・リング」
をお渡しします。

認知症を引き起こす主な病気とその症状、
認知症の人への支援と対応などについて［ ［
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ボランティアセンター
登録施設紹介⑮

対　　象
助成内容

障がいのある子どもたちが、通う施設です。子どもたちの見守
りや、話し相手、一緒に遊んで楽しんで過ごせるように、
ボランティアを募集しています。

泉佐野から倉敷市へ思いを乗せて

うまくいったこと・よかったこと

改善したいこと・発展させたいこと・新しく考えていきたいこと

課題だと思ったこと

岡山県倉敷市への被災地支援ボランティアバスを運行しました

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。

今年も地域の暮らしを話す会を行います！
　平成25年度から地区福祉委員会単位で毎年行っている、地
域の福祉課題を住民自身で話し合う「地域の暮らしを話す会」。
台風21号後の対応に追われるなか、9月15日（土）に三小地区
での地域の暮らしを話す会が開催されました。「安全なまちづく
り」をテーマに、台風21号への対応をふりかえりました。

地区
福祉委員会

活動紹介

今後も市内全14地区で
地域の暮らしを話す会が
開催されます！

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。

災害ボランティア活動の普及を目的として、泉佐野市社会福祉協議会では平成30年7月豪雨災害の
被災地でボランティア活動を行った方に助成を行うことになりました。

※8月1日以降に本会でボランティア保険に加入し、平成30年7月豪雨被災地でのボランティ
ア活動に参加された方は、一度、お問合せ下さい。（該当すると思われる方には本会より案内
を送付しています。）

[ 内　　容 ]そろばんや理科の実験、英語などその日によって
　　　　　　テーマが変わります。
[活動日時 ]月2回（平日午後） 概ね1時間の活動になります。
[お問合せ ]電話番号：072-465-1171
　　　　　 場　　所：泉佐野市長滝 3839 番地 1
　　　　　 担　　当：二川

いいね
放課後等
デイサービス

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］11月12日（月）14時～16時
［場所］社会福祉センター2階　健康相談室

泉佐野市民または泉佐野市内に在勤・在学する16歳以上の者及び高校生
泉佐野市社協にて加入手続きを行ったボランティア活動保険料相当額、及び
ボランティアバス参加費・交通費等として5,000円を上限として本会が認めた
必要経費

※ご自身のパソコンを
　ご持参ください。

善意銀行
寄託

ボランティアバス
指定寄付

善 意 銀 行

平成30年8月～平成30年9月末受付分　（敬称略）

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

沖島かえ

200,000円

10,000円

100,000円

有限会社梶野商店

匿名

5,000円

5,000円

※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。

　平成30年7月に発生した豪雨により、西日本に広範囲の水害が発生し、岡山県倉敷市にも甚大な被
害が起こりました。そこで泉佐野市社協として平成30年9月2日（日）に岡山県倉敷市の呉妹（くれせ）
へボランティアバスを運行する事になり、22名のボランティアの参加がありました。
　呉妹の状況としては、木々が倒れていたり、道路沿いにも被災した痕がそのままになっており、人が
住んでいない家屋も見受けられました。泥出し等の相談が現在も多いとの事で、復興に向けてまだま
だ時間が必要な状況でした。

今回参加されたボランティアより、風化させない為にも倉敷市の現状を身近な所から伝えていきたいと
いう意見が多く、今後も災害ボランティア活動に積極的に参加していきたいという声を頂きました。

泉佐野地区共同募金会　平成30年7月豪雨災害　義援金受付報告（平成30年7月～9月末受付分）

社会福祉センター募金箱　8,727円
有限会社　梶野商店　　  5,000円

みなさまの温かいお心づかいに
感謝いたします。

■被災地支援ボランティアに活動助成を行います■

4班のグループを編成して活動しました

おいでよ！
ほっとサロン
年齢・障がい・性別に関
係なく誰もが参加でき、
いろんな人と出会い交流
する場です。

日時／内容

11月 ９日（金）13:30～　ボッチャ
12月14日（金）13:30～　クリスマス会
場　所 社会福祉センター２階

　　　　健康相談室
参加費 飲物代100円

●ご近所の助け合い（片づけなど）●絆の強い町内
だと思った　●災害ゴミの運搬時、車の提供を受け
るなど、近隣の協力を感じた　●共助を実感できた

●市民への通知手段。ホームページと無線だけでよいのか　●情報の周
知徹底がなされていたか　●違法ゴミの監視方法　●停電に対応できる
マニュアル制定

●災害無線がききとりにくい　●瓦礫集積所に台風と関係
のないゴミがいっぱいになってしまう　●空き家になって
いる建物の破損を持ち主に連絡できない

1班 2班 3班 4班被災者宅外の
泥、土をトラック
に積み込む作業

被災者宅床下
の泥出しと床と
壁の間に溜まっ
た泥を掻き出す
作業

被災者宅の床
下の泥出し、土
壁の掃除作業

サテライトになっ
ている診療所に
堆積した土砂を
掘り起し、土嚢
袋に詰める作業



（ 4 ） 泉佐野市社協だより （ 5 ）泉佐野市社協だより
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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。

今年も地域の暮らしを話す会を行います！
　平成25年度から地区福祉委員会単位で毎年行っている、地
域の福祉課題を住民自身で話し合う「地域の暮らしを話す会」。
台風21号後の対応に追われるなか、9月15日（土）に三小地区
での地域の暮らしを話す会が開催されました。「安全なまちづく
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開催されます！

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。

災害ボランティア活動の普及を目的として、泉佐野市社会福祉協議会では平成30年7月豪雨災害の
被災地でボランティア活動を行った方に助成を行うことになりました。

※8月1日以降に本会でボランティア保険に加入し、平成30年7月豪雨被災地でのボランティ
ア活動に参加された方は、一度、お問合せ下さい。（該当すると思われる方には本会より案内
を送付しています。）

[ 内　　容 ]そろばんや理科の実験、英語などその日によって
　　　　　　テーマが変わります。
[活動日時 ]月2回（平日午後） 概ね1時間の活動になります。
[お問合せ ]電話番号：072-465-1171
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［日時］11月12日（月）14時～16時
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泉佐野市社協にて加入手続きを行ったボランティア活動保険料相当額、及び
ボランティアバス参加費・交通費等として5,000円を上限として本会が認めた
必要経費
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　ご持参ください。

善意銀行
寄託

ボランティアバス
指定寄付

善 意 銀 行

平成30年8月～平成30年9月末受付分　（敬称略）

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。
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センターまでご連絡ください。

　平成30年7月に発生した豪雨により、西日本に広範囲の水害が発生し、岡山県倉敷市にも甚大な被
害が起こりました。そこで泉佐野市社協として平成30年9月2日（日）に岡山県倉敷市の呉妹（くれせ）
へボランティアバスを運行する事になり、22名のボランティアの参加がありました。
　呉妹の状況としては、木々が倒れていたり、道路沿いにも被災した痕がそのままになっており、人が
住んでいない家屋も見受けられました。泥出し等の相談が現在も多いとの事で、復興に向けてまだま
だ時間が必要な状況でした。

今回参加されたボランティアより、風化させない為にも倉敷市の現状を身近な所から伝えていきたいと
いう意見が多く、今後も災害ボランティア活動に積極的に参加していきたいという声を頂きました。

泉佐野地区共同募金会　平成30年7月豪雨災害　義援金受付報告（平成30年7月～9月末受付分）

社会福祉センター募金箱　8,727円
有限会社　梶野商店　　  5,000円

みなさまの温かいお心づかいに
感謝いたします。

■被災地支援ボランティアに活動助成を行います■

4班のグループを編成して活動しました
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年齢・障がい・性別に関
係なく誰もが参加でき、
いろんな人と出会い交流
する場です。
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場　所 社会福祉センター２階
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参加費 飲物代100円

●ご近所の助け合い（片づけなど）●絆の強い町内
だと思った　●災害ゴミの運搬時、車の提供を受け
るなど、近隣の協力を感じた　●共助を実感できた

●市民への通知手段。ホームページと無線だけでよいのか　●情報の周
知徹底がなされていたか　●違法ゴミの監視方法　●停電に対応できる
マニュアル制定

●災害無線がききとりにくい　●瓦礫集積所に台風と関係
のないゴミがいっぱいになってしまう　●空き家になって
いる建物の破損を持ち主に連絡できない
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泉佐野市市制70周年記念事業として、「介護甲子園フェスティバル」が
開催され、各会場で介護に関するさまざまな催し物が実施されます。

平成30年度
介護の日記念講演会『終活～自分で決める人生の終い方～』

介護支援サポーターさんの声♪

しま

認知症サポーター養成講座

あなたの生きがいと健康づくりに！
●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、いつまでも元気で暮らしていくために、介護予防を目的にしている活動です。

活動の
流れ

興味が出たらまずは…説明会申込

「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

説明会参加　　 サポーター登録

活動開始！（1日1回1スタンプ）

説明会申込・お問い合わせはお気軽に！

【主催】　介護甲子園フェスティバル実行委員会
【共催】　泉佐野市　一般社団法人 日本介護協会
【後援】　関西デイサービス協会　一般社団法人 日本音楽健康協会
　　　　社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会

地域包括支援センター
　TEL：０７２－４６４－２９７７

日時　11月11日（日）10：00～17：00
会場　エブノ泉の森ホール

13：00～14：30
２階会議室（大）

15：00～16：30
２階会議室（大）

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

説
明
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。

「活動を通して利用者の方からも元気をいただいています。
人に喜んでもらう事が活動を行う活力になっています。」

日時：平成30年11月22日（木）13:30～15:30　〈11月16日(金)申込〆切〉
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

［講師］　髙澤　洋子先生（淀川キリスト教病院　療養支援課　主任看護課長）
［定員］　70名（当日先着順）

※手話通訳の必要な方は、11月2日（金）までに（泉佐野市社協地域包括支援
センター  TEL ４６４－２９７７／FAX ４６２－５４００）へご連絡ください。

問合先　泉佐野市社協地域包括支援センター（TEL ４６４－２９７７／FAX ４６２－５４００）へ

【ボランティア活動】

活動実績
ニーズ受付件数

活動件数

ボランティア受付数

ボランティア活動者数

177件

145件

累計のべ202人

累計のべ481人

【ボランティアの声】

写真に変更

被災者からの声

災害ボランティアセンター

は閉所いたしましたが、日常

生活において、お困りごとが

ございましたら、泉佐野社

協までご相談ください。

飛来物や損壊した家具などを、自力で市指定の災害

ごみ仮置き場にもっていくことが困難な要援護者か

らのご相談が多く寄せられました。

車両を必要とする活動が多く、ボランティアさんが

持ち込んでくださったトラックも活用しながら支援

を行いました。

　ボランティア実人数112人

のうち、市外の人が78人と多

く駆けつけてくださいました。

遠くは北海道や九州からきて

くださったボランティアさん

もおられました。

　一方、長滝西ノ番若中会や

高松町子ども会など市内の団

体さんもボランティアとして

協力してくださいました。

破損したガラス窓の処置をしましたが、床だけ
でなく壁にも細かい破片が刺さっていて危な
いし、視力が低下している高齢者にとって、ガ
ラス破片が与えるストレスは予想以上に大きい
んだと知らされました（ボランティアより）

風でエアコンの室外機が倒れ
て壊れてしまいしまい困ってい
ました。運んでくださってとて
も助かりました（高齢者女性）

助けてもらって私が喜ぶ側なの
に、ボランティアさん達が「あ
～役にたててよかった」と喜ん
でくださってね。本当に感謝し
ています。（高齢者女性）

住めなくなってしまって引っ越すことに
なったけれど、ひとり暮らしでは冷蔵庫
を動かすことができず困っていたので
助かりました（高齢者男性）

メディアの報道も少
ない中で、何ができ
るか、と思って参加し
たけれど、お役にた
ててよかったです。

申込不要 受講無料

認知症のことを知って、認知症の人やその家族を見守り、地域で支える

『応援者』になりませんか

［対象］　市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
［定員］　70名（当日先着順） 申込不要 受講無料

※当日受講の皆さま
には「オレンジ・リング」
をお渡しします。

認知症を引き起こす主な病気とその症状、
認知症の人への支援と対応などについて［ ［
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　毎月定例の泉陽ヶ丘いきいきサロンでは、高齢
者の介護予防を目的とした内容に取り組んでい
ます。脳トレーニングや体操、お口の運動を行った
り、カラオケで声を出したり、また音楽介護予防事
業の【泉佐野元気塾】のプログラムも取り入れ、心
も体もリフレッシュできる内容となっています。

　地域包括支援センターでは、介護予防ボランティア講座や認知症・転倒など介護予防に関する無料
の出前講座を行っています。日時や内容等、柔軟に対応させていただきますので、気軽にお問合せ下
さい。      　　　　　（出前講座申込・問合先）　地域包括支援センター　TEL  ０７２－４６４－２９７７

地域包括支援センター地域包括支援センター

泉佐野市社協災害ボランティアセンター運営のために、ご寄贈いただきました。

【支援金】
　・R.オユンゲレル様　　　10,000円
　・あつた　たくじ様　　  3,000円

相談先

【支援物資】
　・いずみ市民生協様　お茶10箱・熱中症あめ
　・その他、個人の方からも飲み物や資機材の
　　提供をいただきました。

みなさまも大変な状況のなかありがとうございました。

【泉佐野市社協のうごき】

（認知症初期集中支援チーム）

【災害ボランティアセンターの運営には】

9月 5日

9月 6日

9月 7日

9月18日

9月24日

●独自で市内被害調査・利用者安否確認

●災害ボランティアセンター開設を市に申し入れ

●泉佐野市社協災害ボランティアセンター開設

●地区福祉委員会および民生委員児童委員協議会に

　災害VCの開設を連絡

●以降、土日祝日を含めた毎日、ニーズ（お困りごと依頼）

　受付を実施

●ボランティア募集開始　●Facebookページ開設

●依頼数の減少をうけて、平日のボランティア募集と活動を

　休止

●市の災害ゴミ集積所の閉鎖をうけて、災害ボランティアセン

　ターを閉所

泉佐野市社協地域
包括支援センターへ。
電話または窓口で
　TEL　464-2977

40歳以上の泉佐野市民で、自宅で生活されており、認知症の

症状でなどでお困りの方。

例）・認知症疾患の診断を受けたいが、受診を拒否している。

　 ・医療サービスや介護保険サービスを利用していない。

　 ・認知症の症状が強く、対応に困っている、等

家庭訪問 認知症初期集中支援チーム
いきいきサポート いずみさの

もしかして
認知症？

認知症サポート医や医療、福祉の専門職が
様々なサポートや調整、引継ぎを行います。
　・専門医への受診の調整
　・必要な介護サービスの調整
　・認知症の症状に合わせた対応方法の
　　アドバイスなど

認知症は「早期発見」「早期診断」
「早期対応」が大切です。

お問い合わせ先
泉佐野市社協地域包括支援センター
ＴＥＬ ： 072－４６４－２９７７

泉陽ヶ丘支部福祉委員会

介護予防の
　取り組み

紹介①

ボランティアの兒玉さんにお話を伺いました。

対象となる人は？

社協災害ボランティアセンター

台風被害の様子

泉佐野市社協ボランティアセンターの登録ボランテ

ィアアドバイザーさんや社協理事だけでなく、「いず

み市民生協」さんや「大阪ボランティア協会」「大阪

府社会福祉協議会」からもスタッフとして応援参加

いただきました。

　兒玉さんは“笑いのヨガ”を担当され、参加者みなさ

んの大きな笑いを誘いました。「家を出て人と会うのが

介護予防の第一歩」と話され、ご自身も介護予防の取り

組みを楽しみながら実践されていました！

　認知症の方が住み馴れた地域で自分らしく暮らしを続
けるためには、医療と介護のサービスが切れ目なく関わる
ことが必要とされています。「いきいきサポート　いずみさ
の（認知症初期集中支援チーム）」は、認知症専門医（サポ
ート医）と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、認知
症の「早期診断・早期対応」を目指して、認知症の人やその
家族をサポートします。

　平成30年9月4日、泉佐野市を通過した台風21号によって、
市内は停電や家屋の損壊などおおきな被害を受けました。泉佐
野市社会福祉協議会では、9月6日より「社協災害ボランティア
センター」を開設し、市内外のボランティアの協力を得て、要援
護者の生活復旧にむけた支援を行いました。

いきい
きサポート いずみさの

チーム員がご自宅へ訪問
し、お困りごと・心配ご
となどをお伺いします。

台風21号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

台風被害をうけて、地域でたすけあい活動が
おこなわれました。
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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

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。

泉佐野市社会福祉協議会サテライト事務所

受付期間　１２月１日～１２月２８日

シャッピーハウス

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

ライフラインプラザいずみさの1階

社協ふれあい

クリスマス会
社協ふれあい

クリスマス会

開所／月～金（祝日除く）10：00～16：00

シャッピーハウス貸会議室の利用規定を改定しました！

★会議室【定員30名】

会議室

相談室

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

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

13:00
　～15:30
￥250
￥250
￥500
￥1,000

みんなでささえあうあったかい地域づくり

社協チャリティバザー社協チャリティバザー社協チャリティバザー
団体種別

貸出時間

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

30年11月17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

社会福祉法人 泉佐野市社会福祉協議会
泉佐野市町会連合会・泉佐野市民生委員児童委員協議
会・泉佐野市長生会連合会・泉佐野地区保護司会・泉佐
野地区更生保護女性会・泉佐野市民間福祉施設協議会
・泉佐野中央ライオンズクラブ・泉佐野ロータリークラブ
・りんくう泉佐野ロータリークラブ・泉佐野市青少年指導
員連絡協議会・泉佐野地区ＢＢＳ会・ガールスカウト大阪
府第42団・日本ボーイスカウト泉佐野第１団，４団・(社)
泉佐野青年会議所・永遠の若人のつどい（EYC）・泉佐
野障害児(者)を守る会・泉佐野商工会議所

関西エアポートワシントンホテル、犬鳴山温泉 不動口館、
犬鳴山温泉 み奈美亭、大泉観光株式会社、社会福祉法
人 犬鳴山、イオンリテール株式会社、イオンモール日根
野店、株式会社平善、大阪タオル工業組合、大阪泉州農
協、阪南青果株式会社、株式会社向新、バイキング左
近、不二製油株式会社、お食事処 植田、お好み焼き 水
無月、たこ焼き ぴょんぴょん、焼き肉 やまや、株式会
社紀の国ぶらくり劇場、不二製油株式会社、きしろふと
ん店、タカラブネ、株式会社リノ、河井 透、前田 五雲、
射手矢 康之、右馬野 博、辻 利明

会場　エブノ泉の森ホール　２階レセプションホール他

●食器、衣服、食糧品など（新品のみ）
　※食品については賞味期限内のものに限ります。
　※個人名が入っている記念品などはご遠慮ください。
●寄付金

お電話をいただけますと職員が受け取りに伺います。
（町会などでの取りまとめていただけますと助かります）

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）（敬称略・順不同）

11月1日～11月30日　（土日祝を除く）

日　時　12月15日（土） 14：00～16：00
場　所　エブノ泉の森ホール　レセプションホール
対　象

日　時　12月15日（土） 14：00～16：00
場　所　エブノ泉の森ホール　レセプションホール
対　象

［募金受付］
●泉佐野市社会福祉協議会
　泉佐野市中庄1102番地　社会福祉センター1階
　☎072-４６４-２２５９
●シャッピーハウス（泉佐野市大西1‐16-5）でも受付します。

内　容　人形劇・大道芸
申込・問合せ先▶12月7日（金）までに
泉佐野市社会福祉協議会（☎464・2259）へ

いただいた募金は下記の事業等に使わせていただきます。
　★ふれあいクリスマス会（社協）
　★ひとり暮らし高齢者交流会（民児協）
　★ひとり暮らし高齢者年賀はがき（民児協）　など

※会議室利用は、シャッピーハウスの開所している祝日・年末年始をのぞく月～金の10時00分～12時00分／13時00分～15時30分の2区分となります。
※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。（例： 2月 25 日利用の場合、 11月 1日以降～ ）

駐車場２時間まで無料

平成
最後の

市内在住で18歳未満の障がい児（障害者手帳
を持っている児童および支援学校・学級の生
徒）市子育て支援課・教育委員会の相談にかか
わる児童 等
※同伴者も参加可

シャッピーハウスでは、会議室の貸し出しを行っています。これまで対象団
体を登録ボランティアグループ等に限っていましたが、10 月 1日より、そ
の他の団体にも貸出対象を拡大しました。

第４０回 社協チャリティバザー

歳末たすけあい募金

平成３０年１２月９日（日）１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

募集している金品

共催団体 昨年度　大型商品提供者

提供物品受付期間

物品提供募集！

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

（株）石常石材店


