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業務内容
受験資格

採用予定人数
試験日

採用予定日

社会福祉協議会業務（相談支援・事務等）
昭和５４年４月２日以降に生まれ、社会福祉士および普通運転免許を
有する人（採用時までに取得見込含む）
若干名
１次試験（筆記・作文）：３月１０日（日）午前9時30分～
２次試験（面接）：３月１７日（日）※１次試験合格者のみ
平成31年4月1日
（4月1日時点で資格を有していない場合は採用不可）

【申込・問合先】　平成３１年２月２５日（月）～３月5日（火）（土・日曜日、祝日除く）の午前９時～午後５時に
　　　　　　　 泉佐野市社会福祉協議会（☎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。

赤い羽根共同募金配分事業
歳末助け合い募金配分事業

Happiness

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

らいふらいんぷらざいずみさの1階

シャッピーハウスが泉佐野市
「赤ちゃんの駅」に登録されました。

シャッピーハウス　第3回掘り出し市

シャッピーハウスに
チャリティーショップ

おむつ交換台付多目的トイレ&キッズスペース
の他、ミルク調合用のお湯の提供も行っていま
す。お気軽にお立ち寄りください。

好評につき本年度第3回！  誰でも参加できるフリーマーケット！
手づくり雑貨、子ども服、焼き菓子、野菜など、
何があるかはお楽しみ！
日時 ： 3月28日（木）午前11時～午後3時ごろまで
会場 ： シャッピーハウス全館
            （喫茶・休憩スペースもあり）
　　※出店者一覧はホームページをご覧ください。

1枠（縦44mm×横57mm）
1回 1万円 （発行部数/約3万部）

31年3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

子どもも大人も、
障がいのあるない関係なし♪

全市民対象です♪
（在勤者も可）

泉佐野市
社会福祉協議会

職 員
募 集

　みなさまの善意で頂戴した品物を格安で販売し、収益は、善意銀行に寄託され
地域の福祉活動に活用されます。ご自宅で不要な品があれば、ぜひお寄せください。
　常設ですので、シャッピーハウス開業時間内にいつでもお立ち寄りください。

申込：泉佐野市社会福祉協議会へ電話又はファックスで、
　　　参加者氏名・住所・連絡先をお伝えください。
　　　締め切り　3月8日（金）
TEL：072-464-3830
　　　（基幹相談支援センターあいと）

FAX：072-462-5400

OPEN!OPEN!OPEN!

誰もが楽しめる競技です♪

棒を使ってゴールへボールを
運ぼう！

ジョロを転がして、得点をゲット！ジョロリング

棒サッカーチームで協力してシーツの
穴へボールを入れよう

お玉ころがし

種目 ジョロリング・棒サッカー・お玉ころがし

平成31年3月16日（土）

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

社協ふれあい
大運動会大運動会大運動会

13時00分～16時00分
（受付12：30～）

J:COM末広体育館　大体育室
賞品
あり！

申込順
１００名

参加無料
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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
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認知症を正しく理解し、認知症になっても安心して暮らせる地域を目指して！

内　容
・在宅医療・介護を経験した家族の方からの経験談
・看護師・ケアマネジャー等との交流会（在宅医療・介護についての質問等ができます）

ご協力ありがとうございました！

第1回
『在宅医療・介護』座談会 ～「自分らしく生きる」を実現する～

ＷＡＯ末広、ＷＡＯ上之郷を開催しました！！

Ｗ　忘れても
Ａ　安心して
Ｏ　穏やかに暮らせる地域づくり

ご存知ですか？CSW

日　時　　 平成31年３月25日（月） 13:30～15:00
場　所　　 泉佐野市立社会福祉センター　２階大会議室
対象者　 　泉佐野市在住の方（定員８０名）

基幹型CSW
（泉佐野市社協）

新池中学校区
（泉佐野市社協）
TEL072-469-2155

日根野中・長南中校区
（常茂恵会）
TEL072-490-2030

第三中学校区
（水平会）

TEL072-460-2020

佐野中学校区
（泉ヶ丘福祉会）
TEL072-458-2100

申し込み　 泉佐野市社協地域包括支援センター　　電話　072-464-2977

　泉佐野市内では、社協をふくめた4つの社会福祉法人に「地域の身近な
相談員」としてCSWが配置されています。様々な悩み事やお困りごとをご
相談ください。関係機関・専門機関と連携しながら一緒に解決にむけて取り
組みます。ご家族や近隣の方からの相談も受け付けます。

11/29（木）にＷＡＯ末広、12/4（火）にＷＡＯ上之郷を開催しました。

当日は各地区の福祉委員会に協力を頂きながら、リョーヤコマツクリニ

ックの小松医師や新山診療所の新山医師、りんくう総合医療センター

や優人会病院の作業療法士や管理栄養士に、認知症の病気や症状、認

知症予防の為の生活習慣や運動、食事のポイント、さらに認知症の人へ

の対応方法などの内容を講演して頂きました。各地区ともたくさんの住

民が参加され、自分もいつかは認知症になるかもしれないと、真剣な表

情で講演を聞かれていました。参加者からは「誰もがなる認知症。でき

るだけならないように予防したい」「わかりやすく、参考になる内容だっ

た」「今後も定期的に開催して欲しい」と言う感想を頂きました。

今後もいろいろな地域で開催していきたいと思っています。

平成 30 年12 月9日（日）、エブノ泉の森ホールにて、
40 回目になる社協チャリティバザーを開催しました。
当日売上およびいただいた寄付については、全額、
市民の地域福祉活動のために使わせていただきます。

当日売上＆寄付合計

１，３８９，０５８円
    （前年比＋117,802円）

（敬称略・順不同）

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

泉佐野市では認知症を正しく理解し、認知症の予防や認
知症の人がいつまでも住み慣れた地域で安心して暮らせる
ようなまちづくりを目指して、泉佐野市内の医師や医療、福
祉の専門職とともに地域へ出向き、認知症啓発講演会（Ｗ
ＡＯ泉佐野）を開催しています。

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・イオン日根野店、大阪タオル工業組合、大阪泉州
農業協同組合、阪南青果株式会社、株式会社 向新、たこ焼き ぴょんぴょん、お好み焼き 水無月、不二
製油株式会社、バイキング左近（左近商事株式会社）、焼き肉 やまや、グループホーム泉州、株式会社
平善、明治安田生命りんくう営業所、サンワールド株式会社、ケーユーララ、株式会社 リノ
射手矢 康之、右馬野 博、川下　廣夫、田中　恒雄、麻生川敏行

（敬称略・順不同）

社会福祉法人泉ヶ丘福祉会（20,000）、社会福祉法人杉の子会（10,000）、泉佐野ロータリークラブ
（28,000）、長生会連合会（22,750）、湊長生会（30,000）、長滝連合町内会（26,000）、旭町町会
（20,000）、大木町内会（10,000）、上瓦屋福祉委員会（10,000）、下瓦屋長生会（10,000）、新町
子ども会（10,000）、新町町会（10,000）、新町長生会（10,000）、新町福祉委員会（10,000）、鶴
原町内会（10,000）、東羽倉崎南町自治会（10,000）、松原団地住宅自治会（10,000）、南中岡本町
内会（10,000）

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

第４０回
開催しました！

共催団体

大型商品提供者

1万円以上寄付者
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（敬称略・順不同、カッコ内の数字は募金額）歳末たすけあい運動募金者
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夏も冬もたくさんの参加者がありました。

［共　催］　鶴原中央住宅支部福祉委員会・自治会・長生会
［対　象］　鶴原中央住宅にお住いの方
［参加費］　無料（ものによっては有料）

平成最後の夏と冬に初めてのイベントを開
催☆
「夏休みや冬休みなのに楽しみが無い！！」
「子ども・保護者・高齢者、みんなが楽しく過
ごせるイベントはないのか！！」
こんな思いからイベントを開催されました。

○夏祭り
　綿菓子にかき氷、スーパーボ
　ールすくい、みんなでスイカ
　わり♪
○餅つき大会
　みんなでついた、出来立ての
　お餅♪

日　時…毎週水曜日　 
　　　　午前 10時～ 12時　(出入り自由 )
場　所…新町長生会館
主　催…新町支部福祉委員会
協　力…新町長生会
対　象…新町の住民であればどなたでも
　　　　参加できます
参加費　無料（コーヒー、お茶、お菓子　等）

鶴原
中央住宅 世代間交流会

新町の住民であればどなたでも参加できるカ
フェを毎週水曜日に新町長生会館で開催中♪
みんなで交流しましょう。

しんまち茶論
地区
福祉委員

会

活動紹介

《日常生活自立支援事業》 《介護者家族のつどい》 《心配ごと相談》

毎週月曜日１３時～１６時
場所：社会福祉センター２階
　（第４月はシャッピーハウス）
相談無料・予約不要

平成30年度

歳末助け合い運動に

平成30年度

歳末助け合い運動に

ご協力ありがとうございました！

1,129,032円

認知症や知的障がい、精神障
がいによって、お金の管理が不
安な方をお手伝いします。
※契約には審査があります。
また、利用料が発生する場合が
あります。
詳しくはお問い合わせください。

泉佐野市社会福祉協議会が受付窓口になっています大阪府社会福祉協議会取扱
い「ボランティア活動保険」の保険期間は毎年 4月1日 0 時から翌年 3月 31日
24 時までの1年間（4 月 1日以降は、加入手続き完了翌日の午前 0 時から同一
年度の3月31日まで）となっています。補償内容などは毎年変動しますので、事
前に大阪府社会福祉協議会ホームページなどでご確認のうえ、加入いただきます
ようお願い申し上げます。

新町町会（20,000）･長滝連合会（42,400）･泉佐野文化協会華茶道連合会（20,000）･長生会体操部（1,000）･
匿名（5,000）･貝田町内会（10,000）･東羽倉崎南町自治会（10,000）･新安松町会（10,000）･泉佐野市佛教会
（180,000）･木次正義（10,000）･辻野辰三（10,000）･見出住宅自治会（10,000）･松原団地住宅自治会
（10,000）･焼芝大師（10,000）･東佐野台町会（10,000）･泉佐野市民生委員児童委員協議会（100,000）･新長滝
自治会（9,900）･元更生保護女性会（10,000）･湊町内会（10,000）･佐野台町会（30,000）･東羽倉崎町会
（21,000）･日根野西町会（7,500）･土丸町会（10,000）･
上之郷小学校（4,890）･あおいこども園（10,000）･大
宮町会（23,000）･本町福祉委員会（10,000）･泉ヶ丘町
内会（67,851）･佐野台小学校（5,665）･泉南ブロック
青少年赤十字指導者協議会（50,000）･橋口功
（10,000）･長南中学校（11,311）･水呑地蔵（100,000）･
樫井東町内会（10,000）･笠松町会（20,000）･グループ
ホーム泉州（10,000）･新池中学校地域有志の会
（33,739）･天理教泉州分教会（30,000）･新泉ヶ丘自治
会（10,000）･中央小学校（6,331）･鶴原中央住宅自治
会（44,520）･第二小学校（2,900）･なかよし保育園
（17,237）･りんくう総合医療センター（12,433）･ひねの
こども園（50,000）･泉佐野ルーテル保育園オリーブ会
（25,875）･匿名 （5,000）･福祉センター募金箱（1,480）

介護者同士で交流しませんか。

日時：3月15日（金）
 　　　　10:00～11:30
会場：社会福祉センター
　　　　　　　　１階相談室
参加費：無料

心配ごと相談員があなたのご不
安をおききします

　平成30年12月1日～28日の間で行った歳末助け合い運動に、皆さまからたくさんのご寄付を頂戴しました。
いただいた寄付金は、障がい児者のクリスマス会や高齢者の交流会など、様々な地域福祉活動に使用されます。

更新お忘れなく！更新お忘れなく！

泉南ブロック青少年赤十字指導者協議会を
代表して、日新小学校の児童達が社会福祉
協議会へ届けていただきました。

善意銀行寄託

善 意
銀 行

平成30年12月～平成31年1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 200,000円

ボランティアセンター
登録施設紹介⑰

障がい者の方が自宅にひきこもることなく、いつで
も立ち寄れる居場所、憩の場を提供し利用者や家族
の相談に応じたり創作活動やレクレーション、行事
を行い、障がい者の自立と仲間づくり又は、地域と
の交流を図る事業所です。

DVDによる懐かしの映像と音楽

[ 内　　容 ]レクレーションの援助や交流
[活動日時 ]社協へお問合せ下さい。
　　　　　　多くの日程をご用意しています。
[お問合せ ]電話番号：050-1559-0531
　　　　　 場　　所：泉佐野市春日町
　　　　　 担　　当：小川壽治

ルリエ地域活動支援センター

ボランティア保険の有効期限は3月31日まで

※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。

昭和初期から昭和 30 年代までの映画・TV 番組等を
紹介し、世相と共に解説します。
音楽と映像との相乗効果により、
若き日の思い出がよみがえっていき
ます。高齢者の皆様に喜んでいた
だいています。

特技ボランティア紹介③

泉佐野市社会福祉協議会の事業紹介泉佐野市社会福祉協議会の事業紹介
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 バッジデザイン募集 

2018年度
デザイン

近畿各府県の共同募金会では、本年10月1日から実施する赤い羽根共同募金運動の
記念バッジデザインを募集します。
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」で検索）
問合せ＝大阪府共同募金会事務局まで　☎06-6762-8717

平成 30 年 10 月 1 日～ 12 月 28 日までの 3 か月間、全国統一で行われた赤い羽根共
同募金。泉佐野地区共同募金会にいただいたご寄付は、全額が大阪府共同募金会に送金
され、配分審査会によって配分先が決定されます。

「赤い羽根」共同募金運動に
合計2,587,187円を
お寄せいただきありがとうございました！！

■平成31年度（2019年度）
　　赤い羽根共同募金記念 　　　　　　　　　　　　 のお知らせ

掲載は各募金にご協力いただいた皆様（敬称略・順不同）

元町町会（25,000）･下瓦屋南町会（15,500）･中村町内会（24,770）･春日町会（28,000）･新町町会（38,000）･野出町
町会（21,000）･鶴原町会（100,000）･東佐野台町会（15,000）･本町町会（25,000）･松風台自治会（26,500）･松原団地
住宅自治会（20,100）･新安松町会（30,000）･高松東町会（30,000）･樫井東町会（14,000）･羽倉崎町内会（50,000）･
高松北町会（34,800）･土丸町会（13,000）･下村町会（13,000）･栄町町会（10,000）･貝田町会（32,000）･新長滝自治
会（10,200）･見出住宅自治会（16,000）･母山町会（9,000）･旭町会（33,000）･机場町会（7,000）･西本町町会
（26,000）･上村町会（11,000）･上町町会（74,000）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松町会（10,000）･日根野西町
会（6,000）･大宮町内会（23,000）･高松南町会（10,000）･東羽倉崎南町自治会（20,000）･東上町内会（15,500）･久
ノ木町内会（3,100）･中筋町内会（3,500）･西出町内会（5,800）･野口町内会（4,500）･西上町内会（17,800）･新道出
町内会（13,600）･野々地蔵町内会（10,500）･俵屋町内会（2,500）･上瓦屋町内会（60,000）･羽倉崎上町町内会
（20,000）･鶴原東町内会（69,800）･東羽倉崎自治会（22,000）･湊町内会（80,000）･安松町会（60,000）･泉陽ヶ丘町
自治会（20,000）･女形町会（9,000）･南中岡本町会（40,000）･ふぁみーゆ泉佐野（10,000）･郷田町会（3,200）･新
泉ヶ丘自治会（10,200）･葵町町内会（60,000）･佐野台町会（30,000）･大木町内会（20,300）･西佐野台町会
（19,800）･南泉ヶ丘町会（29,600）･長滝住宅自治会（30,000）･新家町会（60,000）･鶴原中央住宅自治会（44,400）･
笠松町会（80,000）･市場町町会（12,337）･泉ヶ丘町会（52,067）･中町町内会（12,350）･大西町町内会（10,750）･幸
町町内会（17,000）･松原町内会（34,500）･長滝第一住宅自治会（17,500）･長滝連合会（42,600）･樫井西町会
（51,000）･若宮町会（10,000）･中庄町内会（122,100）･長滝谷栄一郎（15,000）

戸別募金

全日本空輸（株）関西空港支店（16,887）･コープ泉佐野（5,693）･オークワ松風台店（785）･エルダーケア（1,183）･イ
ズミヤ泉佐野店（308）･清光会 恵誠の里（5,589）･上之郷保育園（2,218）･アムリタ（992）･清光会（1,651）･泉ヶ丘園
（5,050）･ライフワークぎんなん（1,525）･光園（1,488）･（福）犬鳴山（1,491）･栄公苑（727）･特養ホライズン（231）･き
ちょう苑（891）･老健ホライズン（1,619）･障がい者支援施設泉ヶ丘療護園（16,219）･りんごの樹（553）･ケアハウス
泉佐野（457）･りんくう総合医療センター（1,906）･社会福祉センター（1,718）･シャッピーハウス（1,795）

街頭募金箱

（福）暢楽荘（13,507）･エルダーケア（20,000）･（福）来友会（14,414）･（福）清光会 和泉の里（20,000）･（福）清光会
　ゆかりの里（20,000）･（福）清光会 ささゆり作業所（12,450）･アムリタ（27,240）

法人募金

サロンドボランティア（9,500）･泉佐野市部課長会（53,000）･社会福祉協議会理事・監事（9,500）･福祉センター窓
口（9,000）･コープ泉佐野街頭（3,500）･泉佐野駅前街頭（9,000）･社協50周年記念福祉大会参加者（9,000）･市場
町ふれあい祭り（3,500）･軽費老人ホーム来友館（500）･（株）ザイマックス関西いこらも～る泉佐野（3,000）･シャッ
ピーハウス（1,500）･りんくう総合医療センター（5,000）･社会福祉協議会職員（8,500）

バッジ募金

･第三小学校（2,889）･長南小学校（7,034）･大木
小学校（1,376）

学校募金

りんくう総合医療センター職員（5,193）･泉佐野市
役所職員（31,295）、はるかこども園（614）･さくら
こども園（977）

職域募金

（福）来友会　軽費老人ホーム来友館（7,000）･（福）来友会 サービス付高
齢者向け住宅陽だまり（7,500）･（福）犬鳴山特別養護老人ホーム犬鳴山荘
（10,000）･（福）来友会 小規模多機能ホームくすのき（7,000）

クオカード募金

（福）来友会 軽費老人ホーム来友館（2,000）･（福）来友会 サービス付高齢
者向け住宅陽だまり（500）･（福）来友会 小規模多機能ホームくすのき
（500）　　　

図書カード募金

福祉センターキャベツ販売分（500）･サロンドボランティア（500）･10/3泉佐野駅前（3,762）･10/4泉佐野駅前
（5,486）･10/19コープ泉佐野店（10,333）･社会福祉センター（1,300）･社協50周年記念福祉大会（17,700）･市場町ふ
れあい祭り（8,896）･10/28（株）ザイマックス関西いこらも～る泉佐野（7,214）･12/3（株）ザイマックス関西いこらも
～る泉佐野（1,870）･12/17イオン日根野店 （19,485）
【街頭募金協力団体】
　大阪府立佐野支援学校･手話サークルいちょう･社協登録ボランティア･社協役職員

街頭募金


