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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

受付期間　１２月１日～１２月27日

みんなでささえあうあったかい地域づくり

写真は一部です！
たくさんの作品をいただきました！

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3回

11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

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

日時：12月16日（月）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）
11月13日（水）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

令和最初の 社協 第41回

チャリティバザー 会場　エブノ泉の森ホール
　　　２階レセプションホール他
会場　エブノ泉の森ホール
　　　２階レセプションホール他

駐車場２時間まで無料

●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）

11月1日～11月29日　
                  （土日祝を除く）

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・(公
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

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）（敬称略・順不同）

［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。
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

平
成
30
年
度
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子

泉佐野地区共同募金会　義援金受付報告
■令和元年8月佐賀県豪雨災害　
　　　　　　　　　　（令和元年9月受付分）

社会福祉センター募金箱　2,563円
みなさまの温かいお心づかいに感謝いたします。

春日町で又喜窯工房として焼き物作りを行っていた西
野元成さん（故人）の焼き物のご提供を受けました。壺
や食器等、味のある素敵な作品ばかりですのでぜひ見
にきてください！

販売も行っており、売上金
は地域福祉のために活
用させていただきます。

販売場所：  社会福祉センター入り口（中庄1102）
　　　　　シャッピーハウス（大西1丁目16―5）

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

令和元年１２月8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 ★提供物品受付期間

共催団体 昨年度　大型商品提供者

物品
提供募集！

歳末たすけあい募金

手づくりの焼き物 いただきました！
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社協ふれあい

クリスマス会クリスマス会

100 名を超える参加者がありました

特技ボランティアのマジックを披露していただきました

ゲームで緊張をほぐしながら交流を行いました

社会福祉センター２階ロビー（老人福祉センター）には、マッサー
ジ機やヘルストロンなど健康管理機器を設置しています。また、
テレビや新聞（書籍）等を備え付けており、いこいの場となる
よう努めています。

老人福祉センターをご利用ください
サロン・ド・ボラ

ンティア

※火・木・土曜日の14:00～16:00 の時間帯は、入浴料金相当の地域ポイントを付与されます。
2回目以降の利用については、ポイントによる入浴も可能です。

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・両親のいない児
童、交通遺児
※同伴者も参加可

「夏休み明けの 9 月 1 日、子どもの自殺が増加する」そん
な現状を変え、誰もが安心して暮らせる地域づくりをすすめ
るために、不登校への偏見を解消し、子どもたちが SOS
を出したり、一時的に避難できたりできるようにすることを
目的とし、「＃不登校は不幸じゃない in 泉佐野」を8 月 18
日（日）13時～16時まで、泉佐野市社会福祉センターで開
催しました。

 「＃不登校は不
幸じゃない」は、
不登校への偏見
を変えたいと、
インターネット上
の有志（当事者

たち）が、夏休み最後の日曜日に全国 100 カ所でイベント
を開催する運動（主催は各地の有志）で、平成 30 年度に
第 1回目が行われました。2年目の今年度、泉佐野市社会
福祉協議会は、上記の目的を果たすために、全国での運動
に参加することでの PRの底上げ効果を狙い、この「＃不登
校は不幸じゃない」というタイトルを掲げイベントを企画・
開催し、26名の参加を得ました。

土
14：00～16：0014：00～16：00

【場　所】　エブノ泉の森ホール
　　　　　　レセプションホール

＃不登校は不幸じゃない
　in泉佐野を開催しました

子どもの命を
まもろう！！

申込・問合せ先▶12月6日（金）までに
泉佐野市社会福祉協議会（☎464・2259）へ

ボランティアの集いを
12月20日（金）13：30～14：00で
開催します。

ボランティアの集いを
12月20日（金）13：30～14：00で
開催します。

14：00からは
ボランティアに登録している方に、 利用者の資格・・・ 本市在住の60歳以上の方

利用の手続き・・・ 随時、センター発行の「老人福祉センター利用証」を携帯してください。
利 用 時 間・・・ 午前9時から午後4時まで
利　用　料・・・ 無料

昨年の様子

クリスマス会を開催クリスマス会を開催クリスマス会を開催クリスマス会を開催

【対　象】

【内　容】アクロバットな大道芸
歌と生演奏

参加ご希望の方は、2週間前の12月5日（木）までに社協ボランティアセンターまで申し込みを
してください。※当日参加は受付できませんのでご了承下さい。

おともだちや

ボランティア
さんと

いっしょに
たのしもう！

福祉センターから市立鶴原共同浴場（扇湯）までの
無料シャトルバスを運行しています。
対象者は、市内在住の６５歳以上の高齢者です。ご利用ください。

福祉センター発　➡　扇湯行

火曜・木曜・土曜
13時　　55
14時　　15　35
15時　　10　30　50

火曜・木曜・土曜
14時　　05　25　45
15時　　20　40
16時　　05

扇湯発　➡　福祉センター行運
行
ダ
イ
ヤ

　趣旨説明のあと、不登校経験者からの体験談と経験者
への質疑応答を行った後、参加者が 4 グループにわかれ
て、アイスブレイクの交流ゲームを行いました。その後、
保護者、子どもにわかれて、保護者は茶話会、子どもた
ちはテレビゲームを通じた交流を行いました。
　参加者達からは、自分たちの体験や思いを話すなかで、
「“不登校は不幸じゃない”のタイトルに救われた」といっ
た意見のほか、「これまで近くでこのような場がなかった
ので来たいと思った」「フリースクールなども、大阪市内
にしかなく、子どもたちは遠いと行きたがらない」と身近
な場所での交流機会を求める声があがっていました。終
了後のアンケートでは、「子どもが久しぶりに集団の中で
ゲームをしたりして笑顔も見れてよかったです」といった
声のほか、「他の人の体験談をきけてよかった」「今後も
このようなイベントを開催してほしい」という意見を複数
いただきました。

１２
14
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対象となる世帯

対象とならない世帯
事前申込不要

ヤクルトが地域貢献活動の一環で、9 月12 日（木）
に泉の森ギャラリーと小ホールで健康フェスティバ
ルを開催され、ボランティアセンター登録のボラン
ティア8名が活動されました。

ヤクルトが地域貢献活動の一環で、9 月12 日（木）
に泉の森ギャラリーと小ホールで健康フェスティバ
ルを開催され、ボランティアセンター登録のボラン
ティア8名が活動されました。

1999 年発足。子どもたちの心豊かなくらしを願って、
「おはなしのたね」をまく活動をしています。泉佐野市
内の小学校やこども園、高齢者向けの施設や乳幼児の
集まりからの依頼を受け、「おはなし会」をしています。
また図書館など他団体との
コラボも行っています。例
会は月 2 回。打ち合わせや
学習会、パネルシアターの
制作をしています。

1999 年発足。子どもたちの心豊かなくらしを願って、
「おはなしのたね」をまく活動をしています。泉佐野市
内の小学校やこども園、高齢者向けの施設や乳幼児の
集まりからの依頼を受け、「おはなし会」をしています。
また図書館など他団体との
コラボも行っています。例
会は月 2 回。打ち合わせや
学習会、パネルシアターの
制作をしています。

11月13日（水）13：30～　【ボッチャ】
12月11日（水）13：30～　【クリスマス会】

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

ボランティア
グループ紹介

おはなしの会
ルピナス

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（☎464-2259）

ほっとサロン 企業の
地域貢献活動に
社協登録
ボランティアが
参加しました

つなぎ利用のイメージ図

善意銀行寄託

善 意 銀 行 令和元年8月～令和元年9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

・empathetic group 庵符

・上田　純子

・匿名

200,000円

  14,564円

生活雑貨35点　衣料品22点

手作り作品20点

皆さんのお越しを

お待ちしています♪

低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校・短大・大学・高
等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする制
度です。
大阪府育英会、日本学生支援機構奨学金（第1種・第2種）等の貸
付制度や給付型奨学金を優先して活用していただきますが、すぐ
に活用できない場合などに、他制度の貸し付けが振り込まれるま
での間の「つなぎ」として運用するものです。（振り込まれた時点で
本資金を償還していただきます※図参照）
その他、他制度の貸し付けや奨学金の借り入れ上限額を利用して
もなお就学時用が不足する場合には、最短修業年限の借り入れ
も可能ですが、返済が高額になるため、よくご検討のうえお申込
みいただくようにお願いします。

（注意事項）入学先が確定しなければ所要額が算出できませんので、必ず入学先が確定してか
ら当資金の相談・申請をしてください。また、先に支払った費用を借り入れすることはできません
ので、必ず入学先が決定し、支払いをする前にご相談ください。

大阪府内に居住している世帯（居住地と住民票が一致していること）
生活保護世帯もしくは、府市町村民税非課税世帯などの低所得世帯（生活保護
基準額の1.8倍以内）
外国人の場合には、外国人登録が行われていて在留資格が確認でき、現在地に
6か月以上居住し、将来とも永住が確実に見込まれること。

※進学する本人が「借受人（申込者）」、その人の世帯の生計中心者が連帯債務を負
担する「連帯借受人」になることが必要です。

奨学金等申込

教育支援資金申込

教育支援資金入金

学校へ支払い

奨学金入金

教育支援資金返済

卒業後、奨学金返済

■大阪府生活福祉資金教育支援資金貸付のご案内■

①
②

③

１）生活福祉資金の連帯保証人がいる世帯
２）公的資金を借り滞納（又は猶予）している世帯、および元世帯員
３）原則として「母子・父子・寡婦福祉資金」「その他の公的資金」を借りている世帯
    または借り入れができる世帯
４）破産申し立て手続き中の世帯（特定調停・民事再生・任意整理等を含む）
５）大阪府社協が債権保有する資金に対し破産申し立てをした人がいる世帯
６）暴力団員がいる世帯

マジック
約 30 分で披露します。内容は
ご依頼のあった団体さんとご相
談させて頂きます。
簡単なものから、イリュージョ
ンのようなものまで幅広く披露
できます。

特技ボランティア
紹介⑦

善意のご厚志、
ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 

代表者　滝口育子
詳細は、社協ボランティアセンター（464-2259）まで

貸付限度額などの詳細は、大阪府社会福祉協議会・生活支援部
福祉資金グループのホームページをご確認ください。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　
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健康で元気に年齢を重ねるためには、栄養のバランスや規則正しい食事を摂ることが
大切です。高齢になってくると、バランスを考えた食事を摂ることが面倒になり、内容が
偏ったり、食べなかったりして栄養が充分にとれていないことがあります。今回の講座で
は、健康づくりだけでなく、介護予防の観点からも食の大切さを学びます！ 

いつまでも
美味しい
食事のために

栄養講座

机場支部福祉委員会では、時間内出入り自由、ふ
らっと立ち寄れる「さわやか交流会」を開催してい
ます。机場の方ならお子さんから高齢者まで誰でも
参加OK、参加費や申し込み等もいりません☆また、
1 月 22 日は 14：00 から介護予防の講座も開催
予定です。ぜひご参加ください！

机場支部福祉委員会では、時間内出入り自由、ふ
らっと立ち寄れる「さわやか交流会」を開催してい
ます。机場の方ならお子さんから高齢者まで誰でも
参加OK、参加費や申し込み等もいりません☆また、
1 月 22 日は 14：00 から介護予防の講座も開催
予定です。ぜひご参加ください！

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。
など

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。
など

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。

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。

上之郷地区・
机場支部福祉委員会

～介護予防講座～

さわやか交流会
地区
福祉委員

会

活動紹介

【今後の開催日】　令和1年 11月 22日（金）　　 
　　　　　　　　令和2年 1月 22日（水）
　　　　　　　　　　　　  2月 22日（土）
　　　　　　　　　　　　  3 月 23日（月）
【開催時間】　　　13：30～ 18：00
【場　　所】　　　机場長生会館

介護者家族
のつどい

日　時 …  11月22日（金）　14：00～15：30（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） お問い合わせ先▶基幹包括支援センターいずみさの　（☎464-2977　Fax462-5400）

お申し込み／問い合わせ
基幹包括支援センターいずみさの
　住所　泉佐野市中庄1102
　電話　464-2977
　Fax　462-5400

日時　11月25日（月）13：30～15：00　　　　　
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しくみ
　　　②実績報告・活動紹介　　　等
　　　※説明会後には入会受付・相談会も
           行います
対象　関心のある市民、福祉関係者
定員　50名（先着順）
申込み・問い合わせ　　11月18日（月）までに
　　　社会福祉協議会 ☎072-469-2155へ

○日　時　 令和元年１１月２６日（火）
　　　　 　　１０：００～１１：３０（受付 ９:３０開始）
○場　所　 社会福祉センター　２階大会議室
○内　容　 栄養講座　～いつまでも美味しい食事のために～
　　　　 　　〔講師〕峯川　貴美子管理栄養士
　　　　 　＊講座の後、11時ごろより配食サービスの事業所よる
　　　　　　説明会やお弁当の展示や試食があります！
○対象者　６５歳以上の泉佐野市民
○申込み　電話にて受付　先着８０名
○参加費　無料

「おたがいさまの会」は、公的サービスで対応できない日
常生活のちょっとした困りごとを抱える利用会員さんに
対して、協力会員さんが「おたがいさま」の気持ちでお手
伝いする有償協力員派遣事業です。

「空いた時間で何か新しいことやってみたいな」「自分の
特技を活かして人の役にたてたらな」という協力会員に
興味のある方、「お手伝いしてもらえないかな」という利
用会員に興味のある方など、この機会にぜひ一度お話を
聞いてみませんか？？

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

相談先

お
話
に
も
花
が
咲
き
ま
す
！

みんなで楽しくおしゃべり♪♪
飲み物とお菓子付きです★

説明会開催

　国が掲げる新オレンジプラン（認知症施策総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりにむけて～）の中で、
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、地域住民の正しい理解と症状の早い段階で、
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。
　泉佐野市では、認知症サポート医と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、「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）」として、認知症の人やその家族に、認知症の「早期診断・早期対応」を目指してサポー
トします。

「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）について

対象となる人は？サポートの流れ

基幹包括支援センターいずみさのへ、
電話または来所で相談

家庭
訪問

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。

認知症初期集中支援チーム

お困りごと・心配ごとなどをもとに、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。
たとえば、　　・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のアドバイス　　　など
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健康で元気に年齢を重ねるためには、栄養のバランスや規則正しい食事を摂ることが
大切です。高齢になってくると、バランスを考えた食事を摂ることが面倒になり、内容が
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は、健康づくりだけでなく、介護予防の観点からも食の大切さを学びます！ 

いつまでも
美味しい
食事のために

栄養講座

机場支部福祉委員会では、時間内出入り自由、ふ
らっと立ち寄れる「さわやか交流会」を開催してい
ます。机場の方ならお子さんから高齢者まで誰でも
参加OK、参加費や申し込み等もいりません☆また、
1 月 22 日は 14：00 から介護予防の講座も開催
予定です。ぜひご参加ください！

机場支部福祉委員会では、時間内出入り自由、ふ
らっと立ち寄れる「さわやか交流会」を開催してい
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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。
など

40 歳以上の泉佐野市民で、自宅で生活されて
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　　していない。
　 ・認知症の症状が強く、対応に困っている。
など

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。

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
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【今後の開催日】　令和1年 11月 22日（金）　　 
　　　　　　　　令和2年 1月 22日（水）
　　　　　　　　　　　　  2月 22日（土）
　　　　　　　　　　　　  3 月 23日（月）
【開催時間】　　　13：30～ 18：00
【場　　所】　　　机場長生会館

介護者家族
のつどい

日　時 …  11月22日（金）　14：00～15：30（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
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内容　①おたがいさまの会のしくみ
　　　②実績報告・活動紹介　　　等
　　　※説明会後には入会受付・相談会も
           行います
対象　関心のある市民、福祉関係者
定員　50名（先着順）
申込み・問い合わせ　　11月18日（月）までに
　　　社会福祉協議会 ☎072-469-2155へ
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○内　容　 栄養講座　～いつまでも美味しい食事のために～
　　　　 　　〔講師〕峯川　貴美子管理栄養士
　　　　 　＊講座の後、11時ごろより配食サービスの事業所よる
　　　　　　説明会やお弁当の展示や試食があります！
○対象者　６５歳以上の泉佐野市民
○申込み　電話にて受付　先着８０名
○参加費　無料

「おたがいさまの会」は、公的サービスで対応できない日
常生活のちょっとした困りごとを抱える利用会員さんに
対して、協力会員さんが「おたがいさま」の気持ちでお手
伝いする有償協力員派遣事業です。

「空いた時間で何か新しいことやってみたいな」「自分の
特技を活かして人の役にたてたらな」という協力会員に
興味のある方、「お手伝いしてもらえないかな」という利
用会員に興味のある方など、この機会にぜひ一度お話を
聞いてみませんか？？
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みんなで楽しくおしゃべり♪♪
飲み物とお菓子付きです★

説明会開催

　国が掲げる新オレンジプラン（認知症施策総合戦略～認知症高齢者等にやさしい地域づくりにむけて～）の中で、
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、地域住民の正しい理解と症状の早い段階で、
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。
　泉佐野市では、認知症サポート医と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、「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）」として、認知症の人やその家族に、認知症の「早期診断・早期対応」を目指してサポー
トします。

「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）について

対象となる人は？サポートの流れ

基幹包括支援センターいずみさのへ、
電話または来所で相談

家庭
訪問

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。

認知症初期集中支援チーム

お困りごと・心配ごとなどをもとに、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。
たとえば、　　・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のアドバイス　　　など
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対象となる世帯

対象とならない世帯
事前申込不要

ヤクルトが地域貢献活動の一環で、9 月12 日（木）
に泉の森ギャラリーと小ホールで健康フェスティバ
ルを開催され、ボランティアセンター登録のボラン
ティア8名が活動されました。

ヤクルトが地域貢献活動の一環で、9 月12 日（木）
に泉の森ギャラリーと小ホールで健康フェスティバ
ルを開催され、ボランティアセンター登録のボラン
ティア8名が活動されました。

1999 年発足。子どもたちの心豊かなくらしを願って、
「おはなしのたね」をまく活動をしています。泉佐野市
内の小学校やこども園、高齢者向けの施設や乳幼児の
集まりからの依頼を受け、「おはなし会」をしています。
また図書館など他団体との
コラボも行っています。例
会は月 2 回。打ち合わせや
学習会、パネルシアターの
制作をしています。

1999 年発足。子どもたちの心豊かなくらしを願って、
「おはなしのたね」をまく活動をしています。泉佐野市
内の小学校やこども園、高齢者向けの施設や乳幼児の
集まりからの依頼を受け、「おはなし会」をしています。
また図書館など他団体との
コラボも行っています。例
会は月 2 回。打ち合わせや
学習会、パネルシアターの
制作をしています。

11月13日（水）13：30～　【ボッチャ】
12月11日（水）13：30～　【クリスマス会】

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

ボランティア
グループ紹介

おはなしの会
ルピナス

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（☎464-2259）

ほっとサロン 企業の
地域貢献活動に
社協登録
ボランティアが
参加しました

つなぎ利用のイメージ図

善意銀行寄託

善 意 銀 行 令和元年8月～令和元年9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

・empathetic group 庵符

・上田　純子

・匿名

200,000円

  14,564円

生活雑貨35点　衣料品22点

手作り作品20点

皆さんのお越しを

お待ちしています♪

低所得世帯を対象に、学校教育法に規定する高校・短大・大学・高
等専門学校に就学するのに必要な経費を無利子でお貸しする制
度です。
大阪府育英会、日本学生支援機構奨学金（第1種・第2種）等の貸
付制度や給付型奨学金を優先して活用していただきますが、すぐ
に活用できない場合などに、他制度の貸し付けが振り込まれるま
での間の「つなぎ」として運用するものです。（振り込まれた時点で
本資金を償還していただきます※図参照）
その他、他制度の貸し付けや奨学金の借り入れ上限額を利用して
もなお就学時用が不足する場合には、最短修業年限の借り入れ
も可能ですが、返済が高額になるため、よくご検討のうえお申込
みいただくようにお願いします。

（注意事項）入学先が確定しなければ所要額が算出できませんので、必ず入学先が確定してか
ら当資金の相談・申請をしてください。また、先に支払った費用を借り入れすることはできません
ので、必ず入学先が決定し、支払いをする前にご相談ください。

大阪府内に居住している世帯（居住地と住民票が一致していること）
生活保護世帯もしくは、府市町村民税非課税世帯などの低所得世帯（生活保護
基準額の1.8倍以内）
外国人の場合には、外国人登録が行われていて在留資格が確認でき、現在地に
6か月以上居住し、将来とも永住が確実に見込まれること。

※進学する本人が「借受人（申込者）」、その人の世帯の生計中心者が連帯債務を負
担する「連帯借受人」になることが必要です。

奨学金等申込

教育支援資金申込

教育支援資金入金

学校へ支払い

奨学金入金

教育支援資金返済

卒業後、奨学金返済

■大阪府生活福祉資金教育支援資金貸付のご案内■

①
②

③

１）生活福祉資金の連帯保証人がいる世帯
２）公的資金を借り滞納（又は猶予）している世帯、および元世帯員
３）原則として「母子・父子・寡婦福祉資金」「その他の公的資金」を借りている世帯
    または借り入れができる世帯
４）破産申し立て手続き中の世帯（特定調停・民事再生・任意整理等を含む）
５）大阪府社協が債権保有する資金に対し破産申し立てをした人がいる世帯
６）暴力団員がいる世帯

マジック
約 30 分で披露します。内容は
ご依頼のあった団体さんとご相
談させて頂きます。
簡単なものから、イリュージョ
ンのようなものまで幅広く披露
できます。

特技ボランティア
紹介⑦

善意のご厚志、
ありがとうございました。

（順不同・敬称略） 

代表者　滝口育子
詳細は、社協ボランティアセンター（464-2259）まで

貸付限度額などの詳細は、大阪府社会福祉協議会・生活支援部
福祉資金グループのホームページをご確認ください。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　
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社協ふれあい

クリスマス会クリスマス会

100 名を超える参加者がありました

特技ボランティアのマジックを披露していただきました

ゲームで緊張をほぐしながら交流を行いました

社会福祉センター２階ロビー（老人福祉センター）には、マッサー
ジ機やヘルストロンなど健康管理機器を設置しています。また、
テレビや新聞（書籍）等を備え付けており、いこいの場となる
よう努めています。

老人福祉センターをご利用ください
サロン・ド・ボラ

ンティア

※火・木・土曜日の14:00～16:00 の時間帯は、入浴料金相当の地域ポイントを付与されます。
2回目以降の利用については、ポイントによる入浴も可能です。

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・両親のいない児
童、交通遺児
※同伴者も参加可

「夏休み明けの 9 月 1 日、子どもの自殺が増加する」そん
な現状を変え、誰もが安心して暮らせる地域づくりをすすめ
るために、不登校への偏見を解消し、子どもたちが SOS
を出したり、一時的に避難できたりできるようにすることを
目的とし、「＃不登校は不幸じゃない in 泉佐野」を8 月 18
日（日）13時～16時まで、泉佐野市社会福祉センターで開
催しました。

 「＃不登校は不
幸じゃない」は、
不登校への偏見
を変えたいと、
インターネット上
の有志（当事者

たち）が、夏休み最後の日曜日に全国 100 カ所でイベント
を開催する運動（主催は各地の有志）で、平成 30 年度に
第 1回目が行われました。2年目の今年度、泉佐野市社会
福祉協議会は、上記の目的を果たすために、全国での運動
に参加することでの PRの底上げ効果を狙い、この「＃不登
校は不幸じゃない」というタイトルを掲げイベントを企画・
開催し、26名の参加を得ました。

土
14：00～16：0014：00～16：00

【場　所】　エブノ泉の森ホール
　　　　　　レセプションホール

＃不登校は不幸じゃない
　in泉佐野を開催しました

子どもの命を
まもろう！！

申込・問合せ先▶12月6日（金）までに
泉佐野市社会福祉協議会（☎464・2259）へ

ボランティアの集いを
12月20日（金）13：30～14：00で
開催します。

ボランティアの集いを
12月20日（金）13：30～14：00で
開催します。

14：00からは
ボランティアに登録している方に、 利用者の資格・・・ 本市在住の60歳以上の方

利用の手続き・・・ 随時、センター発行の「老人福祉センター利用証」を携帯してください。
利 用 時 間・・・ 午前9時から午後4時まで
利　用　料・・・ 無料

昨年の様子

クリスマス会を開催クリスマス会を開催クリスマス会を開催クリスマス会を開催

【対　象】

【内　容】アクロバットな大道芸
歌と生演奏

参加ご希望の方は、2週間前の12月5日（木）までに社協ボランティアセンターまで申し込みを
してください。※当日参加は受付できませんのでご了承下さい。

おともだちや

ボランティア
さんと

いっしょに
たのしもう！

福祉センターから市立鶴原共同浴場（扇湯）までの
無料シャトルバスを運行しています。
対象者は、市内在住の６５歳以上の高齢者です。ご利用ください。

福祉センター発　➡　扇湯行

火曜・木曜・土曜
13時　　55
14時　　15　35
15時　　10　30　50

火曜・木曜・土曜
14時　　05　25　45
15時　　20　40
16時　　05

扇湯発　➡　福祉センター行運
行
ダ
イ
ヤ

　趣旨説明のあと、不登校経験者からの体験談と経験者
への質疑応答を行った後、参加者が 4 グループにわかれ
て、アイスブレイクの交流ゲームを行いました。その後、
保護者、子どもにわかれて、保護者は茶話会、子どもた
ちはテレビゲームを通じた交流を行いました。
　参加者達からは、自分たちの体験や思いを話すなかで、
「“不登校は不幸じゃない”のタイトルに救われた」といっ
た意見のほか、「これまで近くでこのような場がなかった
ので来たいと思った」「フリースクールなども、大阪市内
にしかなく、子どもたちは遠いと行きたがらない」と身近
な場所での交流機会を求める声があがっていました。終
了後のアンケートでは、「子どもが久しぶりに集団の中で
ゲームをしたりして笑顔も見れてよかったです」といった
声のほか、「他の人の体験談をきけてよかった」「今後も
このようなイベントを開催してほしい」という意見を複数
いただきました。

１２
14
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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

受付期間　１２月１日～１２月27日

みんなでささえあうあったかい地域づくり

写真は一部です！
たくさんの作品をいただきました！

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3回

11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

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

日時：12月16日（月）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）
11月13日（水）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

令和最初の 社協 第41回

チャリティバザー 会場　エブノ泉の森ホール
　　　２階レセプションホール他
会場　エブノ泉の森ホール
　　　２階レセプションホール他

駐車場２時間まで無料

●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）

11月1日～11月29日　
                  （土日祝を除く）

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・(公
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

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）（敬称略・順不同）

［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。
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

平
成
30
年
度
　
運
動
の
様
子

泉佐野地区共同募金会　義援金受付報告
■令和元年8月佐賀県豪雨災害　
　　　　　　　　　　（令和元年9月受付分）

社会福祉センター募金箱　2,563円
みなさまの温かいお心づかいに感謝いたします。

春日町で又喜窯工房として焼き物作りを行っていた西
野元成さん（故人）の焼き物のご提供を受けました。壺
や食器等、味のある素敵な作品ばかりですのでぜひ見
にきてください！

販売も行っており、売上金
は地域福祉のために活
用させていただきます。

販売場所：  社会福祉センター入り口（中庄1102）
　　　　　シャッピーハウス（大西1丁目16―5）

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

令和元年１２月8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 ★提供物品受付期間

共催団体 昨年度　大型商品提供者

物品
提供募集！

歳末たすけあい募金

手づくりの焼き物 いただきました！


