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たくさんの善意によ
って

支えられています！

善意銀行寄託
令和元年6月～7月末受付分

人生道場　200,000円

善 意 銀 行

「人生道場」様は、昭和54年から毎月ご寄
付とお手紙をいただいています。お手紙に
は、季節を感じるお言葉、応援のお言葉な
ど温かなメッセージが添えられています。

ボランティアフェスティバル

どなたでも相談
できる相談所を
毎週開設してい
ます。

西日本豪雨の被災地支援として、
ボランティアバスを運行し、その活
動費用にも充てられました。

障がいがある
児童、両親が
いない児童等
を対象とした
ふれあいクリ
スマス会

障がい児童
対象の
サマースクール

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、
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。福祉活動のためさまざま活
動に払出しを行っています。

善意銀行　受け付けています！
福祉活動の発展につながるよう、
金銭や物品のご寄付をよろしく
お願いします。

たくさんの善意により、様々な福祉活動を
展開することができています！特集

（敬称略） 
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「ボランティアとは何か」の講義中 講座後参加者で喫茶タイム

ボランティアと受入施設職員との集合写真♪

申込・問合せ　／　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　　　
※手話通訳など、配慮が必要な方は事前に申し出てください。

これまでのボランティア講座の様子

ボランティアについて
一緒に学んでみませんか

ボランティア講座

ボランティア活動は、特別な資格はいりません。自分の空き
時間を利用して無理せず・細く・長くすることが大事です。
自分の強みを生かせる場や仲間づくりの場でもあります。

～入門編～

１日目

2日目

3日目

●興味のある方はどなたでも参加できます。
●1週間前までに申し込みをお願いします。
●1日だけでも参加可能です。
●参加費無料
（1日目の車イス体験は買い物体験のため、
　50円から150円の実費が必要です。）

車いす体験中

9/18（水）
13：30～15：00

会場／市立社会福祉センター　2階　健康相談室

ボランティアを
学ぼう

（車いす体験など）

9/27（金）
13：30～15：00

活動先の
声を聞こう

10/3（木）
13：30～15：00

活動先へ
行こう



（ 3 ）泉佐野市社協だより

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。

登録いただける方

事前申込不要です。皆さんのお越しをお待ちしています♪

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／072－464－2259）

災害ボランティア事前登録事業のご案内

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
動しています。1 投ごとに拍手と歓声があがって楽しく
交流しています。活動時にはいつでも参加体験ができ
ます。          （代表者：外山敬子 ☎ 072-463-6117）

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

9月11日（水）13 時 30 分～　【手作りしましょ】
10月 9日（水）13 時 30 分～　【ゲーム大会】

場所：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

★事前登録者にお願いしたい活動内容例 ★その他

ボランティア
グループ紹介

泉佐野
ディスコン協会
泉佐野
ディスコン協会

いつ来ても、誰がきてもほっとできる
雰囲気の居場所を目指しています。

4月からシャッピーハウスに
場所を移して開催をしています。

みなさんも特技を生かしてボランティアしませんか。
ご興味のある方は社協ボランティアセンターまで
　　　　　　　　　　　　（☎072-464-2259）

ほっとサロン

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。）

アコーディオン
アコーディオンを奏でながら、心
地よい歌声を聞かせてくれます。
お手伝いがあれば、小芝居もあ
るそうですよ。

特技ボランティア
紹介⑥
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5

5

令和

高松南町の住民であればどなたでも参加できるカフェを
高松四町会館で開催してます ♪
お茶したり折り紙したり、 みんなで餃子をつくったり ♪
みんなで楽しくティータイムしませんか
ご参加お待ちしております☆

土丸支部福祉委員会では月2回、カラオケサロンを
開催しています。高齢者の方を中心にたくさんの方
が参加され、歌やおしゃべりを楽しまれています♪
皆さんそれぞれに十八番の曲を歌われ、一曲終わ
るたび拍手や歓声があがります！

土丸支部福祉委員会では月2回、カラオケサロンを
開催しています。高齢者の方を中心にたくさんの方
が参加され、歌やおしゃべりを楽しまれています♪
皆さんそれぞれに十八番の曲を歌われ、一曲終わ
るたび拍手や歓声があがります！

二小地区・
高松南福祉委員会

大土地区・
土丸支部福祉委員会

土丸カラオケサロン
地区
福祉委員

会

活動紹介

日　時：毎月第２月曜日（1月・8月は休み）　 
　　　　13：00～ 15：00( 出入り自由 )
場　所：高松四町会館
主　催：高松南支部福祉委員会
対　象：高松南町の住民であればどなたでも
　　　　参加できます
参加費：１００円 (お菓子つき )

日時：毎月第２水曜日　13：00～ 15：00
　　　毎月第４水曜日　19：00～ 21：00
場所：土丸町会館
対象：土丸にお住まいの方なら
　　　　　　　　　　　誰でも参加OK
　

内容

ふれあい交流会

○いつまでも元気に暮らすためのええ話し
　　　　　基幹包括支援センター

令和元年９月２４日 ( 火 )
　13 時３０分  開演

問い合わせ・申込先
　　　　　　市立社会福祉センター
　　　　  TEL 072－464－2563
主催：泉佐野市社会福祉協議会

社会福祉センター指定管理事業

９月１０日 ( 火 )9：00から受付開始
※但し、定員（１００名）になり次第 締切
・市内６０歳以上の方ならだれでも参加できます

日 時

泉佐野市立社会福祉センター
　２ 階  大会議室

場 所

申 込

○バラエティー バンド　～ラブリー～　　 　
　　　　　健康体操・マジック・昭和歌謡

ソフトドリンク
無料 

（セルフサービス）

み
ん
な
で
餃
子
づ
く
り

楽
し
い
仲
間
で

待
っ
て
ま
す
♪

十
八
番
の
歌
を
熱
唱
中
♪
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　令和元年10月1日より「妊娠届の受付および母子健康手帳の
交付」窓口業務を開始します。（これまでどおり、市役所でも受付
しています）。
　基幹包括支援センターは、様々な相談業務を一元的に受託す
ることで、家族の困りごとをトータルでお伺いし、必要な支援が
受けられるようにコーディネートしていきます。

いつまでも自分らしい生活を実現させるためには介護サービスをどのように利用すればよいのでしょうか？

妊婦から高齢者まで、あなたの人生応援します！

A さん８０歳は夜間にトイレに行こうとして転倒し骨折してしまい、1ヶ月間安静に
していました。その後骨折は治りましたが、安静中に筋力が低下し、歩行が不安
定になり外出できず買い物に行けなくなりました。

A さん８０歳は夜間にトイレに行こうとして転倒し骨折してしまい、1ヶ月間安静に
していました。その後骨折は治りましたが、安静中に筋力が低下し、歩行が不安
定になり外出できず買い物に行けなくなりました。

再び一人で歩いて買い物に行ける
よう、ヘルパーさんから買い物など

の支援を受けながら、自分でできる掃除や調理は
自分でやり、リハビリに積極的に取り組みました。

再び一人で歩いて買い物に行ける
よう、ヘルパーさんから買い物など

の支援を受けながら、自分でできる掃除や調理は
自分でやり、リハビリに積極的に取り組みました。

その結果、再び長い距離を歩けるようになり、買
い物に行けるようになりました。また、元気塾に
も参加し、以前よりも元気になりました。

その結果、再び長い距離を歩けるようになり、買
い物に行けるようになりました。また、元気塾に
も参加し、以前よりも元気になりました。

介護をしている人、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？認知症の介護や介護の情報収集などでお困りの方も
お気軽にご参加下さい。

基幹包括支援センターいずみさのでは、
自立支援型ケアマネジメントを推進しています

基幹包括支援センターいずみさのでは、
10月から妊娠届受付業務開始

Aさんの
ケース

パターン①
買い物などの支援だけではなく、
掃除や調理、洗濯など困りごとは

何でもヘルパーさんにお願いしました。また、
動くのが億劫になり、リハビリにも消極的でした。

買い物などの支援だけではなく、
掃除や調理、洗濯など困りごとは

何でもヘルパーさんにお願いしました。また、
動くのが億劫になり、リハビリにも消極的でした。

パターン②

いつまでも元気で
充実した生活を送るために

介護者家族
のつどい

日　時 …  9月27日（金）　14時00分～15時30分（途中参加、途中退席も可能です。）
場　所 … 社会福祉センター（中庄1102）1階　相談室
参加料 … 無料（飲み物をご希望の方は100円で販売）
※事前申込不要

問合先▶基幹包括支援センターいずみさの
　　　　（☎464-2977　Fax462-5400）

基幹包括
支援センター
いずみさの

自分でできていたこともできなくなり歩くことはも
ちろん、全身の筋力や機能が衰えて、さらに状態
が悪化しました。

自分でできていたこともできなくなり歩くことはも
ちろん、全身の筋力や機能が衰えて、さらに状態
が悪化しました。

パターン①のように、サービスを利用することを目的にするのではなく、課題を解決・
改善することを目的とする「自立支援型のケアマネジメント」で、介護サービスを利
用しつつ「したい」ことが「できる」ようになることを目指していくことが、住み慣
れた自宅でいつまでも元気に生活を送っていくことにつながります。

パターン①のように、サービスを利用することを目的にするのではなく、課題を解決・
改善することを目的とする「自立支援型のケアマネジメント」で、介護サービスを利
用しつつ「したい」ことが「できる」ようになることを目指していくことが、住み慣
れた自宅でいつまでも元気に生活を送っていくことにつながります。
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～認知症を学び地域で支えよう～

試食会に出展できる
高齢者向け配食サービス事業者 募集 パソコン講師 募集

※当日受講の皆さまには「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」をお渡しします。

９月21日は
世界アルツハイマーデ

ー
認知症を理解し、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者が「認知症サポーター」
です。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
域にしていくために、あなたも認知症サポーターになりませんか！

＜申込み案内＞
下記の条件を満たせる事業所は、９月 30 日までに
電話にて申込みください。
募集事業者数は４社を予定しており先着順です。

西佐野台長生会では、会員が快適に安心して生活が
送られるよう「パソコン教室」を開講したいと考え
ています。パソコンの操作をボランティアで教えて
いただける方を探しています。

初歩の操作方法や、書類作成、動画の編集等教え
ていただきたいと考えています。
ぜひ、ご連絡お待ちしております。
西佐野台町長生会
　事務局長　東武（とうぶ）  ☎090-5050-2999

初歩の操作方法や、書類作成、動画の編集等教え
ていただきたいと考えています。
ぜひ、ご連絡お待ちしております。
西佐野台町長生会
　事務局長　東武（とうぶ）  ☎090-5050-2999

①泉佐野市内全域で配達可能な配食サービス
　事業をおこなっている
②11月26日の情報提供の際、参加者１００名
　程度の試食を無料で提供できる

〇2019年10月から開講予定
〇開講時間：第2・第4水曜日
   　　　　   10時～12時を予定
〇場所：西佐野台町会館（佐野台20-221）

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

日　　時　／　9月21日（土）13：30～15：30
場　　所　／　社会福祉センター（中庄1102）2階　大会議室（泉佐野市中庄1102番）
対 象 者　／　市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
内　　容　／　泉佐野市認知症キャラバン・メイトによる認知症サポーター養成講座と
　　　　　　　認知症ボランティアの活動紹介
申　　込　／　９月２０日（金）までに
　　　　　　　基幹包括支援センターいずみさの（TEL 072－４６４－２９７７）へ

受講
無料

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

日　　時：10月2日(水) 
　　　　　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）

など
どんなことでもご相談ください。

あなたに寄りそう
だれに相談したら
いいか分からない

こんなしょうもないこと
聞いてくれるかな？

【「心配ごと相談所」定例開設】

予約不要 相談無料 秘密厳守

■介護予防市民講座
　11月26日　11：00 ～12：00
　泉佐野市立福祉センター　2階大会議室
　主催：基幹包括支援センターいずみさの

＜申込み＞   TEL 072-464-2977　担当：大﨑
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活動紹介 デイサービスさんぽみちで活躍している薬師賢治さんに
インタビューをさせていただきました！

薬師賢治さん

介護支援サポーターが活躍しています！
●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

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

協力会員（有償）も募集中です
「何かお手伝いをしたい」「困っている人を助けたい」と思っている方、
協力会員として登録し活動してみませんか？お待ちしています。

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。
依頼内容は、利用会員のお困りごと（窓ふ
きや、病院のつきそいなど）に応じて様々
ですが、身体介護（お体に触れる介護）と
車の運転は出来ません（公共交通機関を
利用しての移動になります） ※おたがいさまの会への登録（利用会員・協力会員）には年会費が必要です。

   詳しくはお問い合わせください。

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。
☎072-469-2155

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。

利用者さん、スタッフ一同、薬師さんが来るのをとても楽しみにしています！

薬師さんと一緒に歌をうたうことを楽しみにしている方もいれば、薬師さんの歌を聴くのが楽し

みという方もいます。悩み相談などもしてくださり、みなさんとても楽しそうに過ごされています。

(デイサービスさんぽみち：鈴木さん)

○活動内容…歌、書道など

みなさんで楽しく過ごしています

社協を訪れた際、市報で介護支援サポーター活動を知りま
した。とても興味を持ったので、研修を受け去年の4月から
活動をスタートしました。利用者のみなさんと一緒に色々
な歌をうたって楽しい時間を過ごしています。
字を書くことが得意なので手書きで歌詞カードを作ってる
んですよ！自分を待ってくれている人がいるということがと
ても嬉しく、活動を続けるモチベーションとなっています。
今後も、サポーター活動を通して地域に貢献したいと思っています。

《サポーター活動を通して》
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どなたでも参加ＯＫ！ みんなで持ち寄りマーケット

令和元年
第2回

9月28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

高齢者向け配食サービス

☎072-429-9618

・１食からご注文可能です
・安否確認もお任せ下さい
・土、日、祝日も配達しています

初回１食無料！お試しください

普通食４８６円（税込）、ごはん付き５４０円（税込）

まごころ弁当
泉佐野貝塚店

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

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：10月8日（火）11:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス館内

※申込書はＨＰからダウンロードいただくか、社会福祉協議会へ問合せください。
※メールの際は記入された申込書を添付し送信してください。

１区画長机１台分（180×45ｃｍ）あたり運営協力金500円（先着10区画予定）
9月13日までに社会福祉協議会総務グループへ申込書をFAXまたはメール、
来所にてご提出ください。
（募集要項はＨＰ（http://izumisanoshakyo.or.jp/）に掲載しています）

ＦＡＸ/072－462－5400 　E-mail/info@izumisanoshakyo.or.jp

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

2019年
記念バッジデザイン

共同募金は、昭和22年に第1回の運動を実施し、平成29年には
70周年を迎えました。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。

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

10月1日より
赤い羽根共同募金運動が始まります！
10月1日より
赤い羽根共同募金運動が始まります！


