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どなたでも参加ＯＫ！ 令和3年　第1回

令和3年3月5日（金） 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

コロナで食事にお困りの方

☎072-429-9618

・ご自宅までお届けします
・高齢者向けの配食です
・土、日、祝日も配達しています

１食からご注文可能！初回無料試食あり

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

善 意 銀 行 （令和2年12月～令和3年1月末受付分）

・人生道場
・株式会社グローバルエアカーゴ（指定寄付）
・泉佐野モラロジー事務所
・出口　辰弥
・匿名

200,000円
20,000円
30,000円

3,000円・お米券40㎏分
みかん176ｋｇ

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

泉佐野市社協では、子育て世代がコロナ禍においてもつながり続けられるように「もっと
つながるインスタライブ」を企画しました！  「NPO法人おやとこらいぶねっと」さんに協力
していただき、2回にわたって防災のお話を配信しました。

過去2回分の配信はこちらからチェック！
      ⇒泉佐野市社会福祉協議会@shappy_kosodate

周りの人には相談できない、どこに相談していいか分からない、
話を聞いてほしい等ありましたらご相談ください。

メール・ネット環境が必要となります。
また事前の申し込みが必要です。

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

会えなくてももっとつながれる！
インスタライブで
リモート子育てサロン！！

会えなくてももっとつながれる！
インスタライブで
リモート子育てサロン！！

今後もインスタライブを活用した企画を考えていますので、ぜひお楽しみに★

7ページ  に個別訪問の様子を掲載しています。
地域の子育てサロンなどに関する情報を発信しています。
フォローもぜひお願いします(^ ♪̂

第
1
回「
ロ
ー
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グ
ス
ト
ッ
ク
で
非
常
食
を
作
ろ
う
」

第
2
回「
非
常
用
持
ち
出
し
袋
を
見
て
考
え
よ
う
」

あなたに寄り添うあなたに寄り添う

心配ごと相談所心配ごと相談所
毎週  月曜日　相談受付時間 13：00～15：00
形態 ： 電話、オンラインでの相談となります。
　　　（時間制で1時間まで）

日時：5月20日（木）13:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス館内

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）
４月９日(金)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）
※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。

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

予約・お問い合わせ ▶  TEL    072-464-2259 ／メール    info@izumisanoshakyo.or.jp

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

［オンライン相談の場合］

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

善意のご厚志、ありがとうございました。

相談無料 秘密厳守
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個別訪問個別訪問

介護保険は元気になるための制度です。いつまでも元気
に、住み慣れた地域で自分らしく暮らすために、介護保険
を活用しませんか。
泉佐野市介護予防事業として、日常生活での困りごと「で
きない」を「できる」を目指して、3～6ヶ月間短期的に、泉
佐野市・田尻町理学療法士会の理学療法士による運動支
援「ロコトレ教室」を実施しています。卒業後は、地域での
活動や趣味活動へつながるためのサポートもあります。 

令和 2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2,615,699円を
お寄せいただきありがとうございました！！

掲載は各募金にご協力いただいた皆様（敬称略・順不同）

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

コロナ禍でサロン活動ができない中でも地域の繋
がりを絶やさないよう、感染症対策に配慮しながら
元気を届けています！

１２月末に年末のプレゼントとして
お花の寄せ植えをプレゼントしま
した。「今年はコロナでもらえない
と思っていたので頂けて嬉しい」と
地域の方に喜んで頂きました。　　
　　　　　（中庄支部福祉委員会）

個別訪問に行くときは、
マスクを着用し、距離を
取りお話しをしています。
短時間の訪問になるこ
とが多いですが、健康面
や困りごとなどをお聞
きしています。
  （岡本支部福祉委員会）

年末に全戸へバームクーヘンをお届けし
ました。大変な年になったけれど、少しで
もほっとした時間を過ごしてもらえたら
という思いを込めました。　　　　　　
　　　　　　　（中筋支部福祉委員会）

１２月にプレゼントを
持って訪問しました。
「コロナが落ち着いて
みんなと集まれる日を
楽しみにしています。」
と嬉しいお言葉をいた
だきました。　　
（旭町支部福祉委員会）

毎年恒例のクリスマスケーキとお餅の配付を行いまし
た！　地域の方からの「いつもありがとう」、「今年も
お正月おくれるわ」という声が何より嬉しいです。　
　　　　　　　　　　　　　（北中地区福祉委員会）

ボランティア
グループ紹介 泉佐野

おもちゃ修理隊

将来を担う子どもたち
に希望と喜びを与える
ことになると信じて、
無償でおもちゃを修理
しています。生命を与
えることによって価値
を見出し、物の大切さ
を育むボランティアグ
ループです。

本ボランティアセン
ターで登録ボランティ
アとして活動されてい

る、夛田禮子さんが
令和２年度ボランティ
ア功労者に対する厚
生労働大臣表彰を受賞されました。夛田さんは長
年にわたり、声のボランティア（視覚障がいを持
たれた方に向けた市報の読み上げ・録音）等の活
動をされており、長年の継続した活動功績への受
賞となりました。本来であれば、大阪市内で受賞
式がありますが、本年度は新型コロナウイルス感
染症対策のため中止となりました。そのため、表
彰状と記念品を社会福祉協議会にて会長よりお渡
しをさせていただきました。

た  だ  れいこ

元町町内会（25,000）･下瓦屋町内会（10,000）・下瓦屋南町会（16,000）･中村町自治会（23,000）･春日町内会
（25,000）・新町町内会（38,000）･野出町町内会（20,000）･鶴原町内会（100,000）･東佐野台町会（15,000）･本町
町内会（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（40,000）･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（33,000）･土丸町内会（12,500）･下村町会
（12,000）･栄町町会（10,000）･貝田町内会（20,000）･新長滝自治会（15,080）･見出住宅自治会（16,810）･母山町
会（8,500）･母山町1組（920）・旭町会（33,000）･机場町会（7,000）･西本町町会（25,000）･上村町会（11,000）･上町
町会（72,000）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松町内会（10,000）･日根野西町会（6,000）･大宮町内会
（23,000）･高松南町内会（10,000）･東羽倉崎南自治会（20,000）･東上町内会（15,500）･久ノ木町内会（3,100）・
久ノ木町内会有志（500）･中筋町内会（3,600）･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（14,000）･野々地蔵町内会（10,500）･俵屋町内会（2,400）･上瓦屋町町内会（60,000）･羽倉崎上町
町内会（20,000）･鶴原東町内会（50,000）･東羽倉崎町町会（22,000）･湊町内会（80,000）･安松町会（60,000）･泉
陽ヶ丘自治会（20,000）･女形町会及び女形地区在住の皆様（7,800）･南中岡本町会（40,000）･ふぁみーゆ泉佐野
（10,000）･郷田町会（3,300）･新泉ヶ丘自治会（11,775）・葵町町内会（60,000）･佐野台町会（30,000）･上大木・中
大木・下大木町会（20,300）･西佐野台町会（19,800）･長滝住宅自治会（30,000）･新家町内会（55,000）･鶴原中央
住宅自治会（35,000）･笠松町会（95,100）･市場町町会（19,005）･泉ヶ丘町内会（64,540）･中町町内会（21,000）･
中町町内会3組有志（1,900）・中町1丁目26組有志（452）幸町町内会（14,100）･松原町町会（34,500）･長滝第一住
宅自治会（16,800）･長滝連合町内会（22,500）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（113,000）・鶴原北住宅自治会
（17,000）・大西町会（2,430）・馬場眞（1,000）・長瀧谷栄一郎（15,000）・匿名（102,000）

戸別募金

（福）暢楽荘（10,000）･エルダーケア（20,000）･（福）来友会（36,634）･（福）清光会　和泉の里（20,000）･
（福）清光会　ゆかりの里（20,000）

法人募金

第三小学校（2,367）･長南小学校（7,120）･中央小学校（21,088）・大
木小学校（4,498）・第一小学校（4,657）・日根野小学校（3,195）・上
之郷小学校（5,690）・日新小学校（2,824）

学校募金

泉佐野市役所職員（32,674）

職域募金

厚生労働大臣
表彰

ボランティアグループの問い合わせは、
          ボランティアセンター（TEL 072-464-2259）まで

場所：市立社会福祉センター２階
時間：毎月第 1土曜日午前１０時～正午まで受付
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記念バッジデザイン募集

2020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。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、不安なことや
ストレスが増えています。あなたの悩みごとの相談
窓口やストレス解消法を展示します。

赤い羽根おおさか

問合せ▶▶大阪府共同募金会事務局まで　☎06-6762-8717

【日　時】　　令和3年3月25日（木）　午前9時30分～午後4時
【場　所】　　いこらも～る泉佐野
【内　容】　　• ストレス解消法や相談窓口についてポスター・ちらしの展示
　　　　      • 法律相談（午後1時～3時30分）事前予約制、無料
　　　　　　※事前に相談内容をお聞きします。

こころがつながる地域をめざして

～ひとりじゃないよ～

地域社会で生活することを

　　　　　　　　続けら
れるように地域社会で生活することを

　　　　　　　　続けら
れるように

メッセージノート（わたしの生き方ノート）は、『自分の暮らし方、自分の大切にしている思い』
などを書き残すことで、自分の考え方を整理することができます。今までの人生を振り返り、そ
してこれからも自分らしく生きること、安心して暮らすための備えとして、記録しておくものです。
これから先、いざという時のために、自分の考えや思いを周りの人達に伝え、
詳しく書き残すことや、元気なうちから望む医療などについて話し合って
おくことが大切です。 
たとえば、家族は本人に代わって、延命治療などどのような治療を受ける
かの選択をしいられることがあります。そのような場合に家族や周囲の人
への負担を減らすためにも、ノートを使って自分自身の意思や情報は正確
に伝えておくことができます。 また、このような話し合い（人生会議
〔ACP：アドバンス・ケア・プランニング〕） をするきっかけとして、このメッ
セージノートを活用してみましょう。

■令和3年度（2021年度）
　　赤い羽根共同募金の のお知らせ

自分史として人生の振り返りや、必要な医療や
介護についての自己決定など、これからの生活の
お手伝いができる メッセージノート

が出来ました

「自分らしく生きることが実現できる泉佐野」をめざして、在宅医療・介護連携
推進事業を実施しています。その活動として、泉佐野市メッセージノートを作成し
ています。希望する人には無料で「基幹包括支援センターいずみさの」「地域型包
括支援センター」、泉佐野市役所地域共生推進課でお渡しします。

予約・問い合わせ▶基幹包括支援センターいずみさの　へ
    TEL 072-464-2977

全日本空輸（株）関西空港支店（22,149）･コープ泉佐野（9,567）･オークワ泉佐野松風台店（464）･エルダーケア
（2,847）･清光会　恵誠の里（50）･上之郷こども園（1,605）･アムリタ（829）･清光会（1288）･泉ヶ丘園（9,111）･ライフ
ワークぎんなん（1,778）･光園（1,534）･（福）犬鳴山（854）･栄公苑（3,457）･特養ホライズン（240）･きちょう苑
（2,976）･老健ホライズン（870）･障がい者支援施設泉ヶ丘療護園（1,032）･りんごの樹（302）･ケアハウス泉佐野
（964）･りんくう医療センター（1,236）･アローズ（3,862）･なかよしこども園（8,591）・ささゆり作業所（11,120）・りんく
うプレジャータウンシークル（320）・（福）暢楽荘（4,333）・長生会連合会（1,143）・文化振興財団（100）・イオン日根
野店（107）・いこらも～る泉佐野（3,244）・市役所（3,893）・社会福祉協議会（6,522）･青松記念病院（1,952）

街頭募金箱

社会福祉協議会理事会（8,500）・社会福祉協議会窓口（27,500） ･泉佐野市部課長会（54,500）・いこらも～る泉佐
野 （1,500）・（福）犬鳴山（2,500）・（福）来友会（1,500）

バッジ募金

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム（15,000）・
（福）来友会軽費老人ホーム来友館（11,000）

クオカード募金

（福）来友会軽費老人ホーム来友館（6,000）　

図書カード募金

社会福祉協議会（21,675）

ハートフル募金
（共同募金協力型自動販売機）

わたしの
生き方
ノート

メッセージ
ノート
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今月のピックアップ包括 長南中圏域包括支援センターラポート

（敬称略・順不同、カッコ内の数字は募金額）

福祉センター募金箱

歳末たすけあい運動募金者

地域の皆様が
安心して暮らせるように

ひとりひとりに寄り添う気持ちで
支援していきたいと思います。

長滝地区　東ノ番、中ノ番、西ノ番、新長滝、長滝2357
南中地区　南中安松、南中岡本、樫井東、樫井西

長南中圏域
包括支援センター
ラポートの抱負

令和2年度
歳末助け合い運動に1,072,721円

ご協力ありがとうございました！

新町町内会（20,000）･長滝連合町内会（22,500）･新安松町会
（10,000）･泉佐野市佛教会（175,000）･辻野辰三（10,000）･見出
住宅自治会（15,747）･松原団地住宅自治会（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（50,000）･新
長滝自治会（14,800）･元更生保護女性会（10,000）･湊町内会
（10,000）･佐野台町会（30,000）･日根野西町会（7,500）･大宮町
町内会（23,000）･本町福祉委員会（10,000）･泉ヶ丘町内会
（65,250）･佐野台小学校（3,470）･水呑地蔵（100,000）･樫井東町
内会（10,000）･笠松町内会（20,000）･グループホーム泉州
（10,000）･天理教泉州分教会（30,000）･中央小学校（13,000）･な
かよしこども園（10,322）･りんくう総合医療センター（9,152）･ひ
ねのこども園職員一同（50,000）･ルーテルこども園オリーブ会
（28,992）・南中岡本町会（10,000）・松原町長生会（3,000）・匿
名（3,000）・体操クラブ（3,000）・シニアソロバンクラブ（3,000）・
高松南町内会（10,000）・泉佐野茶華道連合会（20,000）・匿名
（157,500）・新泉ヶ丘自治会（10,000）・泉南地区青少年赤十字
指導者協議会（50,000）・泉佐野市長生会連合会（12,739）・泉
佐野市役所（2,199）・泉佐野市役所募金箱（2,702）・福祉センター
募金箱（6,848）　　　　　　　

　令和2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一人暮らし高齢者の見守り支援など、

様々な地域福祉活動に使用されます。

介護経験がある人同士で、日々の思いや不安についておしゃべりしてみ
ませんか？介護に役立つミニ講話もありますので、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。参加は無料です。（希望者には
飲み物を100円で提供します）

日時 ： 3月26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） 2階　健康相談室
内容 ： おしゃべりテーマ  「介護保険サービスについて」

※事前申し込み必要
※やむを得ず中止する場合が
ありますので、ご了承ください。

問い合わせ先▶基幹包括支援センターいずみさの
 （☎072-464-2977　FAX 072-462-5400）

日根野中圏域包括支援センターいぬなき　主任ケアマネジャー  藤田　賢次　さん

担当区域

地域型包括支援センターは、介護や仕事、子育て、障害
のこと等、暮らしの“困りごと”や不安を解決できるよう、
ともに考え、支援する機関です。

地域型包括支援センターに
ご相談ください！

問い合わせ先
長南中圏域包括支援センターラポート
〒598-0034　泉佐野市長滝3672
TEL/072-490-2031
FAX/072-490-2033

相談内容
相談無料◆秘密厳守

□ 妊娠届受付・母子健康手帳発行　　　　  □ 子育て相談
□ 高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）　　□ 障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）
□ 生活困窮者・ひきこもりの相談（就労支援や住居確保給付金事業、家計改善支援事業を含む）

介護者家族のつどい
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今月のピックアップ包括 長南中圏域包括支援センターラポート

（敬称略・順不同、カッコ内の数字は募金額）

福祉センター募金箱
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地域の皆様が
安心して暮らせるように

ひとりひとりに寄り添う気持ちで
支援していきたいと思います。

長滝地区　東ノ番、中ノ番、西ノ番、新長滝、長滝2357
南中地区　南中安松、南中岡本、樫井東、樫井西

長南中圏域
包括支援センター
ラポートの抱負
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（65,250）･佐野台小学校（3,470）･水呑地蔵（100,000）･樫井東町
内会（10,000）･笠松町内会（20,000）･グループホーム泉州
（10,000）･天理教泉州分教会（30,000）･中央小学校（13,000）･な
かよしこども園（10,322）･りんくう総合医療センター（9,152）･ひ
ねのこども園職員一同（50,000）･ルーテルこども園オリーブ会
（28,992）・南中岡本町会（10,000）・松原町長生会（3,000）・匿
名（3,000）・体操クラブ（3,000）・シニアソロバンクラブ（3,000）・
高松南町内会（10,000）・泉佐野茶華道連合会（20,000）・匿名
（157,500）・新泉ヶ丘自治会（10,000）・泉南地区青少年赤十字
指導者協議会（50,000）・泉佐野市長生会連合会（12,739）・泉
佐野市役所（2,199）・泉佐野市役所募金箱（2,702）・福祉センター
募金箱（6,848）　　　　　　　

　令和2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一人暮らし高齢者の見守り支援など、

様々な地域福祉活動に使用されます。

介護経験がある人同士で、日々の思いや不安についておしゃべりしてみ
ませんか？介護に役立つミニ講話もありますので、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。参加は無料です。（希望者には
飲み物を100円で提供します）

日時 ： 3月26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） 2階　健康相談室
内容 ： おしゃべりテーマ  「介護保険サービスについて」

※事前申し込み必要
※やむを得ず中止する場合が
ありますので、ご了承ください。

問い合わせ先▶基幹包括支援センターいずみさの
 （☎072-464-2977　FAX 072-462-5400）

日根野中圏域包括支援センターいぬなき　主任ケアマネジャー  藤田　賢次　さん

担当区域

地域型包括支援センターは、介護や仕事、子育て、障害
のこと等、暮らしの“困りごと”や不安を解決できるよう、
ともに考え、支援する機関です。

地域型包括支援センターに
ご相談ください！

問い合わせ先
長南中圏域包括支援センターラポート
〒598-0034　泉佐野市長滝3672
TEL/072-490-2031
FAX/072-490-2033

相談内容
相談無料◆秘密厳守

□ 妊娠届受付・母子健康手帳発行　　　　  □ 子育て相談
□ 高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）　　□ 障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）
□ 生活困窮者・ひきこもりの相談（就労支援や住居確保給付金事業、家計改善支援事業を含む）

介護者家族のつどい
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記念バッジデザイン募集

2020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。

新型コロナウイルス感染症の拡大で、不安なことや
ストレスが増えています。あなたの悩みごとの相談
窓口やストレス解消法を展示します。

赤い羽根おおさか

問合せ▶▶大阪府共同募金会事務局まで　☎06-6762-8717

【日　時】　　令和3年3月25日（木）　午前9時30分～午後4時
【場　所】　　いこらも～る泉佐野
【内　容】　　• ストレス解消法や相談窓口についてポスター・ちらしの展示
　　　　      • 法律相談（午後1時～3時30分）事前予約制、無料
　　　　　　※事前に相談内容をお聞きします。

こころがつながる地域をめざして

～ひとりじゃないよ～

地域社会で生活することを

　　　　　　　　続けら
れるように地域社会で生活することを

　　　　　　　　続けら
れるように

メッセージノート（わたしの生き方ノート）は、『自分の暮らし方、自分の大切にしている思い』
などを書き残すことで、自分の考え方を整理することができます。今までの人生を振り返り、そ
してこれからも自分らしく生きること、安心して暮らすための備えとして、記録しておくものです。
これから先、いざという時のために、自分の考えや思いを周りの人達に伝え、
詳しく書き残すことや、元気なうちから望む医療などについて話し合って
おくことが大切です。 
たとえば、家族は本人に代わって、延命治療などどのような治療を受ける
かの選択をしいられることがあります。そのような場合に家族や周囲の人
への負担を減らすためにも、ノートを使って自分自身の意思や情報は正確
に伝えておくことができます。 また、このような話し合い（人生会議
〔ACP：アドバンス・ケア・プランニング〕） をするきっかけとして、このメッ
セージノートを活用してみましょう。

■令和3年度（2021年度）
　　赤い羽根共同募金の のお知らせ

自分史として人生の振り返りや、必要な医療や
介護についての自己決定など、これからの生活の
お手伝いができる メッセージノート

が出来ました

「自分らしく生きることが実現できる泉佐野」をめざして、在宅医療・介護連携
推進事業を実施しています。その活動として、泉佐野市メッセージノートを作成し
ています。希望する人には無料で「基幹包括支援センターいずみさの」「地域型包
括支援センター」、泉佐野市役所地域共生推進課でお渡しします。

予約・問い合わせ▶基幹包括支援センターいずみさの　へ
    TEL 072-464-2977

全日本空輸（株）関西空港支店（22,149）･コープ泉佐野（9,567）･オークワ泉佐野松風台店（464）･エルダーケア
（2,847）･清光会　恵誠の里（50）･上之郷こども園（1,605）･アムリタ（829）･清光会（1288）･泉ヶ丘園（9,111）･ライフ
ワークぎんなん（1,778）･光園（1,534）･（福）犬鳴山（854）･栄公苑（3,457）･特養ホライズン（240）･きちょう苑
（2,976）･老健ホライズン（870）･障がい者支援施設泉ヶ丘療護園（1,032）･りんごの樹（302）･ケアハウス泉佐野
（964）･りんくう医療センター（1,236）･アローズ（3,862）･なかよしこども園（8,591）・ささゆり作業所（11,120）・りんく
うプレジャータウンシークル（320）・（福）暢楽荘（4,333）・長生会連合会（1,143）・文化振興財団（100）・イオン日根
野店（107）・いこらも～る泉佐野（3,244）・市役所（3,893）・社会福祉協議会（6,522）･青松記念病院（1,952）

街頭募金箱

社会福祉協議会理事会（8,500）・社会福祉協議会窓口（27,500） ･泉佐野市部課長会（54,500）・いこらも～る泉佐
野 （1,500）・（福）犬鳴山（2,500）・（福）来友会（1,500）

バッジ募金

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム（15,000）・
（福）来友会軽費老人ホーム来友館（11,000）

クオカード募金

（福）来友会軽費老人ホーム来友館（6,000）　

図書カード募金

社会福祉協議会（21,675）

ハートフル募金
（共同募金協力型自動販売機）

わたしの
生き方
ノート

メッセージ
ノート
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個別訪問個別訪問

介護保険は元気になるための制度です。いつまでも元気
に、住み慣れた地域で自分らしく暮らすために、介護保険
を活用しませんか。
泉佐野市介護予防事業として、日常生活での困りごと「で
きない」を「できる」を目指して、3～6ヶ月間短期的に、泉
佐野市・田尻町理学療法士会の理学療法士による運動支
援「ロコトレ教室」を実施しています。卒業後は、地域での
活動や趣味活動へつながるためのサポートもあります。 

令和 2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2,615,699円を
お寄せいただきありがとうございました！！

掲載は各募金にご協力いただいた皆様（敬称略・順不同）

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

コロナ禍でサロン活動ができない中でも地域の繋
がりを絶やさないよう、感染症対策に配慮しながら
元気を届けています！

１２月末に年末のプレゼントとして
お花の寄せ植えをプレゼントしま
した。「今年はコロナでもらえない
と思っていたので頂けて嬉しい」と
地域の方に喜んで頂きました。　　
　　　　　（中庄支部福祉委員会）

個別訪問に行くときは、
マスクを着用し、距離を
取りお話しをしています。
短時間の訪問になるこ
とが多いですが、健康面
や困りごとなどをお聞
きしています。
  （岡本支部福祉委員会）

年末に全戸へバームクーヘンをお届けし
ました。大変な年になったけれど、少しで
もほっとした時間を過ごしてもらえたら
という思いを込めました。　　　　　　
　　　　　　　（中筋支部福祉委員会）

１２月にプレゼントを
持って訪問しました。
「コロナが落ち着いて
みんなと集まれる日を
楽しみにしています。」
と嬉しいお言葉をいた
だきました。　　
（旭町支部福祉委員会）

毎年恒例のクリスマスケーキとお餅の配付を行いまし
た！　地域の方からの「いつもありがとう」、「今年も
お正月おくれるわ」という声が何より嬉しいです。　
　　　　　　　　　　　　　（北中地区福祉委員会）

ボランティア
グループ紹介 泉佐野

おもちゃ修理隊

将来を担う子どもたち
に希望と喜びを与える
ことになると信じて、
無償でおもちゃを修理
しています。生命を与
えることによって価値
を見出し、物の大切さ
を育むボランティアグ
ループです。

本ボランティアセン
ターで登録ボランティ
アとして活動されてい

る、夛田禮子さんが
令和２年度ボランティ
ア功労者に対する厚
生労働大臣表彰を受賞されました。夛田さんは長
年にわたり、声のボランティア（視覚障がいを持
たれた方に向けた市報の読み上げ・録音）等の活
動をされており、長年の継続した活動功績への受
賞となりました。本来であれば、大阪市内で受賞
式がありますが、本年度は新型コロナウイルス感
染症対策のため中止となりました。そのため、表
彰状と記念品を社会福祉協議会にて会長よりお渡
しをさせていただきました。

た  だ  れいこ

元町町内会（25,000）･下瓦屋町内会（10,000）・下瓦屋南町会（16,000）･中村町自治会（23,000）･春日町内会
（25,000）・新町町内会（38,000）･野出町町内会（20,000）･鶴原町内会（100,000）･東佐野台町会（15,000）･本町
町内会（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（40,000）･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（33,000）･土丸町内会（12,500）･下村町会
（12,000）･栄町町会（10,000）･貝田町内会（20,000）･新長滝自治会（15,080）･見出住宅自治会（16,810）･母山町
会（8,500）･母山町1組（920）・旭町会（33,000）･机場町会（7,000）･西本町町会（25,000）･上村町会（11,000）･上町
町会（72,000）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松町内会（10,000）･日根野西町会（6,000）･大宮町内会
（23,000）･高松南町内会（10,000）･東羽倉崎南自治会（20,000）･東上町内会（15,500）･久ノ木町内会（3,100）・
久ノ木町内会有志（500）･中筋町内会（3,600）･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（14,000）･野々地蔵町内会（10,500）･俵屋町内会（2,400）･上瓦屋町町内会（60,000）･羽倉崎上町
町内会（20,000）･鶴原東町内会（50,000）･東羽倉崎町町会（22,000）･湊町内会（80,000）･安松町会（60,000）･泉
陽ヶ丘自治会（20,000）･女形町会及び女形地区在住の皆様（7,800）･南中岡本町会（40,000）･ふぁみーゆ泉佐野
（10,000）･郷田町会（3,300）･新泉ヶ丘自治会（11,775）・葵町町内会（60,000）･佐野台町会（30,000）･上大木・中
大木・下大木町会（20,300）･西佐野台町会（19,800）･長滝住宅自治会（30,000）･新家町内会（55,000）･鶴原中央
住宅自治会（35,000）･笠松町会（95,100）･市場町町会（19,005）･泉ヶ丘町内会（64,540）･中町町内会（21,000）･
中町町内会3組有志（1,900）・中町1丁目26組有志（452）幸町町内会（14,100）･松原町町会（34,500）･長滝第一住
宅自治会（16,800）･長滝連合町内会（22,500）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（113,000）・鶴原北住宅自治会
（17,000）・大西町会（2,430）・馬場眞（1,000）・長瀧谷栄一郎（15,000）・匿名（102,000）

戸別募金

（福）暢楽荘（10,000）･エルダーケア（20,000）･（福）来友会（36,634）･（福）清光会　和泉の里（20,000）･
（福）清光会　ゆかりの里（20,000）

法人募金

第三小学校（2,367）･長南小学校（7,120）･中央小学校（21,088）・大
木小学校（4,498）・第一小学校（4,657）・日根野小学校（3,195）・上
之郷小学校（5,690）・日新小学校（2,824）

学校募金

泉佐野市役所職員（32,674）

職域募金

厚生労働大臣
表彰

ボランティアグループの問い合わせは、
          ボランティアセンター（TEL 072-464-2259）まで

場所：市立社会福祉センター２階
時間：毎月第 1土曜日午前１０時～正午まで受付
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どなたでも参加ＯＫ！ 令和3年　第1回

令和3年3月5日（金） 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

コロナで食事にお困りの方

☎072-429-9618

・ご自宅までお届けします
・高齢者向けの配食です
・土、日、祝日も配達しています

１食からご注文可能！初回無料試食あり

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

善 意 銀 行 （令和2年12月～令和3年1月末受付分）

・人生道場
・株式会社グローバルエアカーゴ（指定寄付）
・泉佐野モラロジー事務所
・出口　辰弥
・匿名

200,000円
20,000円
30,000円

3,000円・お米券40㎏分
みかん176ｋｇ

就労継続支援B型事業所

ほっとハート

☎072-429-9619

障がいをお持ちの方、
一緒に働いてみませんか？？
ご自宅へ
送迎可

工賃月額
約３万円

マイペース
簡単作業

見学・体験
受付中！

（株）ブレイブハート
泉佐野市長滝1255-1

泉佐野市社協では、子育て世代がコロナ禍においてもつながり続けられるように「もっと
つながるインスタライブ」を企画しました！  「NPO法人おやとこらいぶねっと」さんに協力
していただき、2回にわたって防災のお話を配信しました。

過去2回分の配信はこちらからチェック！
      ⇒泉佐野市社会福祉協議会@shappy_kosodate

周りの人には相談できない、どこに相談していいか分からない、
話を聞いてほしい等ありましたらご相談ください。

メール・ネット環境が必要となります。
また事前の申し込みが必要です。

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

つながりづくりの取り組みつながりづくりの取り組み

会えなくてももっとつながれる！
インスタライブで
リモート子育てサロン！！

会えなくてももっとつながれる！
インスタライブで
リモート子育てサロン！！

今後もインスタライブを活用した企画を考えていますので、ぜひお楽しみに★

7ページ  に個別訪問の様子を掲載しています。
地域の子育てサロンなどに関する情報を発信しています。
フォローもぜひお願いします(^ ♪̂

第
1
回「
ロ
ー
リ
ン
グ
ス
ト
ッ
ク
で
非
常
食
を
作
ろ
う
」

第
2
回「
非
常
用
持
ち
出
し
袋
を
見
て
考
え
よ
う
」

あなたに寄り添うあなたに寄り添う

心配ごと相談所心配ごと相談所
毎週  月曜日　相談受付時間 13：00～15：00
形態 ： 電話、オンラインでの相談となります。
　　　（時間制で1時間まで）

日時：5月20日（木）13:00～15:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5　シャッピーハウス館内

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）
４月９日(金)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）
※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。

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

予約・お問い合わせ ▶  TEL    072-464-2259 ／メール    info@izumisanoshakyo.or.jp

シャッピーハウス掘り出し市

出店
募集

［オンライン相談の場合］

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

善意のご厚志、ありがとうございました。

相談無料 秘密厳守




