
（ 8 ） 泉佐野市社協だより
泉佐野市

2021.9
泉佐野市社会福祉協議会
イメージキャラクター
シャッピー年6回発行（5・7・9・11・1・3月）

81

〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

ボッチャは1984年からパラリンピックの正式競技として行われています。
男女の区別がなく、障がいの程度でクラス分けをして順位を競います。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球
ずつのボールをいかに近づけるかを競うスポーツです。
カーリングのように、相手のボールを弾いたりして、自分が優位に立てるよ
う位置取りをしていきますが、的を弾いて移動させることができるため、
カーリングとは一味違う戦略、魅力がある競技です。

パラリンピック種目にもなっている注目の競技
「ボッチャ」。チームを組んで対戦をします。
ぜひご参加ください。

令和3年9月4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

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

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

【とき】令和３年 9月 18日（土）
　　　午後 1時 30分～ 3時 30分

【場所】　J:COM末広体育館　大体育室
【講師】　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根　裕二　氏
【対象】　市内在住・在学の障がい児者とその付添者どなたでも
【定員】　選手枠 30名　付添者 30名
【申込】　当日の3日前までに社会福祉協議会へお申込みください。
　　　　（TEL 464-2259）

令和３年９月３０日（木）13：30開始（13：15開場）
主　催：泉佐野市社会福祉協議会
場　所：泉佐野市立社会福祉センター　２階大会議室
申　込：９月９日（木）9：00から受付開始
　　　　社会福祉センター　ＴＥＬ464-2563
対象者：６０歳以上の市内在住者、４０人（先着順）

※防災ミニグッズ 無料配布あり
※コロナ感染予防対策を行い開催実施。
※コロナ感染状況により中止となる可能性があります。

11/19( 金 ) 午後、社会福祉センター2階大会議室にて
「介護予防・自立支援や介護保険のお話」を開催します！
詳しくは社協だより11月号に掲載します。

善意銀行寄託　令和3年6月～令和3年7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

(株)トータルベネフィット

新谷　篤子

植田　生子

・台風などの災害に対し手軽に揃えられる防災

　グッズの紹介など

「災害に対する家庭での備え」
　これだけは準備しておこう！

「自分らしく生きる」ことを
　実現するために
　～私の生き方ノートについて～

200,000円

大阪マスク1000枚

おもちゃ段ボール2箱

布、手芸用品　3巻

善 意
  銀 行

参加費：無料

・元気なうちから

　自らが希望する

　医療や介護につ

　いて考え身近な

　人と話し合うた

　めに

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

社会福祉センター指定管理事業 ふれあい交流会ふれあい交流会

善意のご厚志、ありがとうございました。

ボッチャとは？

令和3年度

①防災講習会 （４５分） ②基幹包括支援センター （２５分）

障がい児者
ふれあい
交流会

ボッチャ大会
開催！

予告
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今月のピックアップ包括

日根野中圏域包括支援センターいぬなき

対象区域 日根野中学校区内にお住まいの方

相談内容 ◉妊娠届受付・母子健康手帳発行◉高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）
◉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）
◉子育て相談・障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）

日根野中圏域包括支援センターいぬなき
〒598-0022　泉佐野市土丸388番地（犬鳴山荘内）
TEL 072-468-1170  FAX 072-468-1177
営業日：月曜日～金曜日　（土日・祝日・年末年始休み）
営業時間： 8：45～17：15

日々の生活の困り事やどこに相談したらよいかわからない心配事など総合
相談窓口として、ぜひお気軽にご利用ください。主任ケアマネジャー・社会
福祉士・保健師などの専門職スタッフチームが、地域の皆さまのご相談を
お待ちしております。

オンライン（ZOOM）で弁護士の法律相談が受けられます。
社会福祉センターに来所し相談することも可能です。

社会福祉士・保健師の相談もあります。

基幹包括支援センターいずみさのでは、泉佐野市から委託を
受けて地域自殺対策強化事業を実施しています。今回は小
中学生の心の健康保持やストレスへの対応として、令和3年
６月2３日（水）生涯学習センターにおいて、子ども達にとっ
て最も身近な学校の教員を対象に講演会を開催しました。
大阪府スクールカウンセラーなどで活躍されている講師か
ら、自傷行為に対する対処と自殺予防のために教員ができ
ることをお聞きしました。
当日は教員・関係機関の51名が参加し、教育現場ですぐに
役立つ具体的な対応方法について学ぶことができました。

コロナ禍で生活面、健康面のストレスが増大する中で、基幹
包括支援センターいずみさのでは、この他にも市民向け、関
係機関向けの講演会や無料相談会などを行っています。

日      時　　令和3年9月30日（木）午後1時～4時30分
方      法　　自宅からZOOM
　　　　　　または　社会福祉センターで相談
対      象　　泉佐野市民
申し込み　　予約制・先着順
　　基幹包括支援センターいずみさのへ
　　電話またはメールでお申し込みください
　　電　話▶TEL　072-464-2977
　　メール▶Email　kikan＠izumisanoshakyo.or.jp
　　　　　　　住所・氏名・電話番号
　　　　　　　Email アドレス（ZOOM希望の方）を記入
締め切り　　9月22日（水）まで

※事前にご相談内容をお聞きし時間等を
　後日お知らせします。

共同募金は、昭和22年から運動が始まりました。
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。

ボランティア
グループ紹介 泉佐野ディスコン協会

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※を地域に広げることを目標に活動し
ています。見学・参加体験が可能です。
興味のある方はボランティアセンターまでお問い合わせく
ださい。 ☎072-464-2259　ＦＡＸ462-5400

※ディスコン…チームに分かれて円盤を投げ、
　目標に近いか競うスポーツ。

災害ボランティア
事前登録事業のご案内

【窓口】泉佐野市社協ボランティアセンター　TEL 072－464－2259

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。

○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

★事前登録者にお願い
　したい活動内容例

★その他、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。）

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）

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

登録いただける方

登録申込み

すべての地域住民の方が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、
高め合うことのできる地域づくりに寄与することを目的として、
高齢者、障害者、母子、児童、くらしに不安な方などを対象に、
全世代型・全対象型の支援機関です。

地域型包括支援センターに
ご相談ください！

コロナ下の多職種による
オンライン無料相談会

地域自殺対策強化事業報告

相談
無料

10 月 1日より
赤い羽根共同募金運動が

始まります

みんなの
地域福祉活動計画
「地域福祉活動計画」は、地域における民間福祉
活動の取り組みの方向性をまとめた計画です。

第3次計画（令和3年度～８年度）
基本目標3 ▶みんなで参加する地域をつくろう

当事者意識で参加できる募金・寄付活動

地域福祉に活用される募金・寄付活動として社会福祉協議会
で行っている善意銀行（寄付金や寄付物品の受付窓口）や、
赤い羽根の共同募金運動、歳末たすけあい運動があります。
募金や寄付は、地域福祉の推進や、困窮者支援等、様々な形
で活用させていただいています。

第3次地域福祉活動計画の
全文・詳細については、
社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。 2021年記念バッジデザイン

行
動
2
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令和3年7月14日（水）13：30～15：00

実際にお会いでき、
交流できる日が待ち遠しいですね★

泉佐野市社会福祉協議会のインスタグラムでは、地域の子育てサロンの
情報や子育て世代におすすめの泉佐野市社協のイベントを配信していき
ます♪ぜひフォローをお願いします。

介護支援
サポーターさんの声

介護支援サポーター養成講座　参加者

泉佐野市生活援助サービス従事者研修受講生
募集！

募集！

ヘルパーの新しい資格を取得してみませんか？

いつまでも元気にいきいきと！

◇問合せ、講座の申込み 基幹包括支援センターいずみさの
TEL：０７２－４６4－2977

日　時 ： 令和3年9月24日(金) 午後1時30分～午後３時30分
場　所：社会福祉センター  2階 大会議室
対　象：泉佐野市在住の65歳以上の方
（要支援・要介護認定を受けていない方、事業対象者に該当されない方）
内　容：「介護支援サポーターの活動」
　　　　「認知症を理解しよう！」「先輩サポーターさんの体験談」
受講された方は、希望により介護支援サポーターの登録をして、
活動することができます。

日　時 ： 令和3年10月６日(水)・13日(水)・20日(水)
　 　 　  午前９時30分～午後２時30分
場　所 ： 泉佐野市社会福祉センター　小会議室      　　　　　
対　象 ： 生活支援サービス（介護予防・日常生活支援総合事業の
　　　　訪問型サービスＡ）に従事希望する市内在住・在勤者　　　　　
内　容 ： 「生活支援技術」など
参加費 ： テキスト代500円　　
【申込み方法】
   　　 申込書（基幹包括支援センターで配布。泉佐野市ホームページからダウンロードできます）に
   　　 記入し、証明写真添付の上、本人確認書類（運転免許証・パスポート等）のコピーと84円切手
    　　添付済み返信用封筒を同封し、郵送か基幹包括支援センターに直接お持ちください。
　◇申込み期間・・・令和３年９月６日（月）～９月27日（月）
　◇問い合わせ・申し込み・・・基幹包括支援センターいずみさの　TEL：０７２－４６4－2977

※新型コロナ感染症の状況により、研修会が中止となる場合があります。

初めて施設に行くのは緊
張したけれど、行ってみ
たら施設の人も親切で安
心して活動できました!

地域交流カフェ
活動実施主体連絡会
地域交流カフェ
活動実施主体連絡会

定員20名 
応募者多数の場合は抽選

自らの生きがいづくり・健康づくりを行いながら、地域社会で活動する方法を学びませんか？
講座を受講された方は、介護支援サポーターとして、市内の介護施設等でお話相手や趣味の相手、レク
リエーション・行事のお手伝い等の活動を行い、地域社会に貢献して頂きます。この活動には１回１ポ
イント（100円）が付与されます。1年で最大5,000円のさのぽポイントが受け取れます。
まずは気軽に研修会に参加してみませんか？

「ZOOMではなそ子育てる～む」を
開催しました★

「ZOOMではなそ子育てる～む」を
開催しました★

インスタライブを行います！インスタライブを行います！
日時：10月5日10：30～11：00（30分間）配信予定
内容：簡単につくれる楽器のおもちゃの作り方など

子育てママパパ、
プレ（妊娠中）ママパパの憩いの場♪

離れていても、もっとつながれる♪インスタライブ

子育て中の方、定年を迎えた方、短時間でも働きたい方、介護の資格をお持
ちでブランクのある方におすすめの研修です。地域のお手伝いが必要な方
のお宅で、調理・洗濯などの家事ができる資格を取得できます。お仕事をする
時は、時給1,000円程度（事業所により異なる）でご都合のよい時間帯で働け
ます。（トイレ、お風呂介助など体に触れるお仕事は含まれません。）
この機会に受講してみませんか？

みんなが集える居場所・地域交流の場所としてのカフェ活動に関する連絡会
を開催します。カフェ活動について皆さんでお話しませんか？
興味・関心のある方はぜひご参加ください♪

『ZOOMではなそ子育てる～む』を、NPO法人おやと
こらいぶねっとさんと開催しました。ZOOMのグル
ープ分けの機能を使い、2グループに分かれてフリ
ートークを行いました。子育て中の悩みなどを先輩
ママさんたちに相談したり、コロナ禍の過ごし方な
ど自由にお話をしました。「時間が過ぎるのがあっと
いう間で喋りたりない！」「悩み相談できてよかった」
というお声をいただきました。

＜援助の一例＞

洗い物

洗濯

ゴミ出し

コロナ禍でのおうち時間を親子で楽しんでもらうために泉佐野市内の子育て世帯を対象に

配信後はＩＧＴＶにて公開しますので、いつでもご覧になれます♪
親子で楽しめる内容になっていますので、ぜひご視聴ください！

▶内容　カフェ活動についての情報共有・交流　など
▶対象　次の要件を満たす活動に取り組んでいる団体・個人、もしくは興味のある団体・個人
　　　　　①居場所づくり、地域交流を目的とした喫茶活動に取り組んでいる
　　　　　②会員に限定していない、広く広報している
　　　　　③出入り自由である
　　　　　④誰もが参加しやすい価格設定になっており、営利目的でない

日時……10月２６日（火）１３：３０～15：00　※参加無料
場所……社会福祉センター　２階　大会議室
申込・問合先
　　電話、ＦＡＸで泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ　（電話464-2259　ＦＡＸ462-5400）

締め切り　9月30日（木）
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ひきこもりについて知ろう

令和3年　第1回

①お申込み・ご相談
　　社協までお電話ください。☎072-464-2259
②訪問・ききとり
　　コーディネーター（社協職員）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。
③派遣決定
　　ききとり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。
④支援の開始
　　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。

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。

認知症になっても
安心して暮らせるように

 第1回　9月28日（火）10:00～11:30
　「ひきこもりについて基礎から知ろう～ひきこもりからの回復ってなんだ？～」
　　　［講師］　特定非営利活動法人　KHJ　全国ひきこもり家族会連合会本部
　　　　　　　　　事務局長　家族支援士　上田　理香　氏

 第2回　10月3日（日）14:00～15:30
　「みんなだれかの応援団」
　　　［講師］　特定非営利活動法人　大阪虹の会　副代表理事　日花　睦子　氏

対 象 者 ／ ひきこもりに関心のある市民、家族等
開催方法 ／ zoomによるオンライン視聴もしくは会場での視聴

定　　員 ／ zoom 50名　・　会場 30名（先着順）
参 加 費 ／ 無料
参加申込 ／ 9月6日(月)～9月17日(金)の間に
                 googleフォ―ム(https://forms.gle/xYMZr7fywA1a7xGu9)　➡
　　　　　　もしくは電話（基幹包括支援センターいずみさの　072-464-2977）にてお申し込みください。

※会場での視聴は市立社会福祉センター2階大会議室で実施します。
   またzoomでの視聴の方についてはメールアドレスが必要となります。

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（庭そうじや窓ふきなど）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）

認知症が疑われる人、または認知症の人で自宅で生活している
40歳以上の市民かつ、次のいずれかに該当する人
・認知症の診断を受けたいが本人が受診を拒否している
・介護保険サービスにつながっていない、または中断している
・認知症の症状が強い為、対応に困っている等

認知症が疑われる人や、認知症の人とその家族に、チーム員（専
門職）が訪問し、認知症についての困りごと、心配なことを伺い
ます。その上で、今後の対応について本人やご家族と一緒に考
え、医療や介護サービスに関する情報提供や助言を行います。
支援の期間はおおむね、６か月間です。

おたがいさまの会おたがいさまの会

◆
ご
利
用
の
流
れ
◆

住民
参加型在宅福祉サービス

認知症についての相談がありまし
たら、お気軽にご相談ください。
ご相談・問合先
基幹包括支援センターいずみさの
　☎ 072-464-2977

日時：10月30日（土）12:30～16:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内

シャッピーハウス掘り出し市
ハンドメイド作品やリサイクル品等の物品販売を予定
入場無料のフリーマーケットです。ぜひお立ち寄りください

※駐車場はありませんので公共交通機関等でお越
　しください
※社会情勢によりやむを得ず中止する可能性があり
　ますのであらかじめご了承ください。
※中止の場合は社協ホームページにてお知らせいた
　します。問い合わせ

泉佐野市社会福祉協議会　ＴＥＬ　072-464-2259　ＦＡＸ　462-5400
※おたがいさまの会への登録（利用会員・協力会員）は年会費が発生します。詳しくはお問い合わせください。

対象となる人は？

どんな支援が受けられるの？

認知症初期集中支援チーム

への相談をご活用ください！ ひきこもりについての理解を深めてもらうことを目的に講座を開催します。

認知症は誰でもかかる可能性があります。認知症の方とご家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう
に認知症専門医（サポート医）と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、医療や介護サービスにつながる
ように支援を行います。

いきいきサポートいずみさのいきいきサポートいずみさの

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面

佐野
公民館
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ひきこもりについて知ろう

令和3年　第1回

①お申込み・ご相談
　　社協までお電話ください。☎072-464-2259
②訪問・ききとり
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　　用券をお買い求めいただきます。

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。

認知症になっても
安心して暮らせるように

 第1回　9月28日（火）10:00～11:30
　「ひきこもりについて基礎から知ろう～ひきこもりからの回復ってなんだ？～」
　　　［講師］　特定非営利活動法人　KHJ　全国ひきこもり家族会連合会本部
　　　　　　　　　事務局長　家族支援士　上田　理香　氏

 第2回　10月3日（日）14:00～15:30
　「みんなだれかの応援団」
　　　［講師］　特定非営利活動法人　大阪虹の会　副代表理事　日花　睦子　氏

対 象 者 ／ ひきこもりに関心のある市民、家族等
開催方法 ／ zoomによるオンライン視聴もしくは会場での視聴

定　　員 ／ zoom 50名　・　会場 30名（先着順）
参 加 費 ／ 無料
参加申込 ／ 9月6日(月)～9月17日(金)の間に
                 googleフォ―ム(https://forms.gle/xYMZr7fywA1a7xGu9)　➡
　　　　　　もしくは電話（基幹包括支援センターいずみさの　072-464-2977）にてお申し込みください。

※会場での視聴は市立社会福祉センター2階大会議室で実施します。
   またzoomでの視聴の方についてはメールアドレスが必要となります。

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（庭そうじや窓ふきなど）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）

認知症が疑われる人、または認知症の人で自宅で生活している
40歳以上の市民かつ、次のいずれかに該当する人
・認知症の診断を受けたいが本人が受診を拒否している
・介護保険サービスにつながっていない、または中断している
・認知症の症状が強い為、対応に困っている等

認知症が疑われる人や、認知症の人とその家族に、チーム員（専
門職）が訪問し、認知症についての困りごと、心配なことを伺い
ます。その上で、今後の対応について本人やご家族と一緒に考
え、医療や介護サービスに関する情報提供や助言を行います。
支援の期間はおおむね、６か月間です。

おたがいさまの会おたがいさまの会
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ご
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用
の
流
れ
◆

住民
参加型在宅福祉サービス

認知症についての相談がありまし
たら、お気軽にご相談ください。
ご相談・問合先
基幹包括支援センターいずみさの
　☎ 072-464-2977

日時：10月30日（土）12:30～16:00
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内

シャッピーハウス掘り出し市
ハンドメイド作品やリサイクル品等の物品販売を予定
入場無料のフリーマーケットです。ぜひお立ち寄りください

※駐車場はありませんので公共交通機関等でお越
　しください
※社会情勢によりやむを得ず中止する可能性があり
　ますのであらかじめご了承ください。
※中止の場合は社協ホームページにてお知らせいた
　します。問い合わせ

泉佐野市社会福祉協議会　ＴＥＬ　072-464-2259　ＦＡＸ　462-5400
※おたがいさまの会への登録（利用会員・協力会員）は年会費が発生します。詳しくはお問い合わせください。

対象となる人は？

どんな支援が受けられるの？

認知症初期集中支援チーム

への相談をご活用ください！ ひきこもりについての理解を深めてもらうことを目的に講座を開催します。

認知症は誰でもかかる可能性があります。認知症の方とご家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう
に認知症専門医（サポート医）と医療・介護・福祉の専門職がチームとなり、医療や介護サービスにつながる
ように支援を行います。

いきいきサポートいずみさのいきいきサポートいずみさの

泉佐野駅
貝塚方面→←泉南方面
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令和3年7月14日（水）13：30～15：00

実際にお会いでき、
交流できる日が待ち遠しいですね★

泉佐野市社会福祉協議会のインスタグラムでは、地域の子育てサロンの
情報や子育て世代におすすめの泉佐野市社協のイベントを配信していき
ます♪ぜひフォローをお願いします。

介護支援
サポーターさんの声

介護支援サポーター養成講座　参加者

泉佐野市生活援助サービス従事者研修受講生
募集！

募集！

ヘルパーの新しい資格を取得してみませんか？

いつまでも元気にいきいきと！

◇問合せ、講座の申込み 基幹包括支援センターいずみさの
TEL：０７２－４６4－2977

日　時 ： 令和3年9月24日(金) 午後1時30分～午後３時30分
場　所：社会福祉センター  2階 大会議室
対　象：泉佐野市在住の65歳以上の方
（要支援・要介護認定を受けていない方、事業対象者に該当されない方）
内　容：「介護支援サポーターの活動」
　　　　「認知症を理解しよう！」「先輩サポーターさんの体験談」
受講された方は、希望により介護支援サポーターの登録をして、
活動することができます。

日　時 ： 令和3年10月６日(水)・13日(水)・20日(水)
　 　 　  午前９時30分～午後２時30分
場　所 ： 泉佐野市社会福祉センター　小会議室      　　　　　
対　象 ： 生活支援サービス（介護予防・日常生活支援総合事業の
　　　　訪問型サービスＡ）に従事希望する市内在住・在勤者　　　　　
内　容 ： 「生活支援技術」など
参加費 ： テキスト代500円　　
【申込み方法】
   　　 申込書（基幹包括支援センターで配布。泉佐野市ホームページからダウンロードできます）に
   　　 記入し、証明写真添付の上、本人確認書類（運転免許証・パスポート等）のコピーと84円切手
    　　添付済み返信用封筒を同封し、郵送か基幹包括支援センターに直接お持ちください。
　◇申込み期間・・・令和３年９月６日（月）～９月27日（月）
　◇問い合わせ・申し込み・・・基幹包括支援センターいずみさの　TEL：０７２－４６4－2977

※新型コロナ感染症の状況により、研修会が中止となる場合があります。

初めて施設に行くのは緊
張したけれど、行ってみ
たら施設の人も親切で安
心して活動できました!

地域交流カフェ
活動実施主体連絡会
地域交流カフェ
活動実施主体連絡会

定員20名 
応募者多数の場合は抽選

自らの生きがいづくり・健康づくりを行いながら、地域社会で活動する方法を学びませんか？
講座を受講された方は、介護支援サポーターとして、市内の介護施設等でお話相手や趣味の相手、レク
リエーション・行事のお手伝い等の活動を行い、地域社会に貢献して頂きます。この活動には１回１ポ
イント（100円）が付与されます。1年で最大5,000円のさのぽポイントが受け取れます。
まずは気軽に研修会に参加してみませんか？

「ZOOMではなそ子育てる～む」を
開催しました★

「ZOOMではなそ子育てる～む」を
開催しました★

インスタライブを行います！インスタライブを行います！
日時：10月5日10：30～11：00（30分間）配信予定
内容：簡単につくれる楽器のおもちゃの作り方など

子育てママパパ、
プレ（妊娠中）ママパパの憩いの場♪

離れていても、もっとつながれる♪インスタライブ

子育て中の方、定年を迎えた方、短時間でも働きたい方、介護の資格をお持
ちでブランクのある方におすすめの研修です。地域のお手伝いが必要な方
のお宅で、調理・洗濯などの家事ができる資格を取得できます。お仕事をする
時は、時給1,000円程度（事業所により異なる）でご都合のよい時間帯で働け
ます。（トイレ、お風呂介助など体に触れるお仕事は含まれません。）
この機会に受講してみませんか？

みんなが集える居場所・地域交流の場所としてのカフェ活動に関する連絡会
を開催します。カフェ活動について皆さんでお話しませんか？
興味・関心のある方はぜひご参加ください♪

『ZOOMではなそ子育てる～む』を、NPO法人おやと
こらいぶねっとさんと開催しました。ZOOMのグル
ープ分けの機能を使い、2グループに分かれてフリ
ートークを行いました。子育て中の悩みなどを先輩
ママさんたちに相談したり、コロナ禍の過ごし方な
ど自由にお話をしました。「時間が過ぎるのがあっと
いう間で喋りたりない！」「悩み相談できてよかった」
というお声をいただきました。

＜援助の一例＞

洗い物

洗濯

ゴミ出し

コロナ禍でのおうち時間を親子で楽しんでもらうために泉佐野市内の子育て世帯を対象に

配信後はＩＧＴＶにて公開しますので、いつでもご覧になれます♪
親子で楽しめる内容になっていますので、ぜひご視聴ください！

▶内容　カフェ活動についての情報共有・交流　など
▶対象　次の要件を満たす活動に取り組んでいる団体・個人、もしくは興味のある団体・個人
　　　　　①居場所づくり、地域交流を目的とした喫茶活動に取り組んでいる
　　　　　②会員に限定していない、広く広報している
　　　　　③出入り自由である
　　　　　④誰もが参加しやすい価格設定になっており、営利目的でない

日時……10月２６日（火）１３：３０～15：00　※参加無料
場所……社会福祉センター　２階　大会議室
申込・問合先
　　電話、ＦＡＸで泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ　（電話464-2259　ＦＡＸ462-5400）

締め切り　9月30日（木）
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今月のピックアップ包括

日根野中圏域包括支援センターいぬなき

対象区域 日根野中学校区内にお住まいの方

相談内容 ◉妊娠届受付・母子健康手帳発行◉高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）
◉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）
◉子育て相談・障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）

日根野中圏域包括支援センターいぬなき
〒598-0022　泉佐野市土丸388番地（犬鳴山荘内）
TEL 072-468-1170  FAX 072-468-1177
営業日：月曜日～金曜日　（土日・祝日・年末年始休み）
営業時間： 8：45～17：15

日々の生活の困り事やどこに相談したらよいかわからない心配事など総合
相談窓口として、ぜひお気軽にご利用ください。主任ケアマネジャー・社会
福祉士・保健師などの専門職スタッフチームが、地域の皆さまのご相談を
お待ちしております。

オンライン（ZOOM）で弁護士の法律相談が受けられます。
社会福祉センターに来所し相談することも可能です。

社会福祉士・保健師の相談もあります。

基幹包括支援センターいずみさのでは、泉佐野市から委託を
受けて地域自殺対策強化事業を実施しています。今回は小
中学生の心の健康保持やストレスへの対応として、令和3年
６月2３日（水）生涯学習センターにおいて、子ども達にとっ
て最も身近な学校の教員を対象に講演会を開催しました。
大阪府スクールカウンセラーなどで活躍されている講師か
ら、自傷行為に対する対処と自殺予防のために教員ができ
ることをお聞きしました。
当日は教員・関係機関の51名が参加し、教育現場ですぐに
役立つ具体的な対応方法について学ぶことができました。

コロナ禍で生活面、健康面のストレスが増大する中で、基幹
包括支援センターいずみさのでは、この他にも市民向け、関
係機関向けの講演会や無料相談会などを行っています。

日      時　　令和3年9月30日（木）午後1時～4時30分
方      法　　自宅からZOOM
　　　　　　または　社会福祉センターで相談
対      象　　泉佐野市民
申し込み　　予約制・先着順
　　基幹包括支援センターいずみさのへ
　　電話またはメールでお申し込みください
　　電　話▶TEL　072-464-2977
　　メール▶Email　kikan＠izumisanoshakyo.or.jp
　　　　　　　住所・氏名・電話番号
　　　　　　　Email アドレス（ZOOM希望の方）を記入
締め切り　　9月22日（水）まで

※事前にご相談内容をお聞きし時間等を
　後日お知らせします。

共同募金は、昭和22年から運動が始まりました。
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。

ボランティア
グループ紹介 泉佐野ディスコン協会

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※を地域に広げることを目標に活動し
ています。見学・参加体験が可能です。
興味のある方はボランティアセンターまでお問い合わせく
ださい。 ☎072-464-2259　ＦＡＸ462-5400

※ディスコン…チームに分かれて円盤を投げ、
　目標に近いか競うスポーツ。

災害ボランティア
事前登録事業のご案内

【窓口】泉佐野市社協ボランティアセンター　TEL 072－464－2259

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。

○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

★事前登録者にお願い
　したい活動内容例

★その他、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。）

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）

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

登録いただける方

登録申込み

すべての地域住民の方が、地域、暮らし、生きがいを共に創り、
高め合うことのできる地域づくりに寄与することを目的として、
高齢者、障害者、母子、児童、くらしに不安な方などを対象に、
全世代型・全対象型の支援機関です。

地域型包括支援センターに
ご相談ください！

コロナ下の多職種による
オンライン無料相談会

地域自殺対策強化事業報告

相談
無料

10 月 1日より
赤い羽根共同募金運動が

始まります

みんなの
地域福祉活動計画
「地域福祉活動計画」は、地域における民間福祉
活動の取り組みの方向性をまとめた計画です。

第3次計画（令和3年度～８年度）
基本目標3 ▶みんなで参加する地域をつくろう

当事者意識で参加できる募金・寄付活動

地域福祉に活用される募金・寄付活動として社会福祉協議会
で行っている善意銀行（寄付金や寄付物品の受付窓口）や、
赤い羽根の共同募金運動、歳末たすけあい運動があります。
募金や寄付は、地域福祉の推進や、困窮者支援等、様々な形
で活用させていただいています。

第3次地域福祉活動計画の
全文・詳細については、
社会福祉協議会の
ホームページをご覧ください。 2021年記念バッジデザイン

行
動
2
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ボッチャは1984年からパラリンピックの正式競技として行われています。
男女の区別がなく、障がいの程度でクラス分けをして順位を競います。
ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボールに、赤・青のそれぞれ6球
ずつのボールをいかに近づけるかを競うスポーツです。
カーリングのように、相手のボールを弾いたりして、自分が優位に立てるよ
う位置取りをしていきますが、的を弾いて移動させることができるため、
カーリングとは一味違う戦略、魅力がある競技です。

パラリンピック種目にもなっている注目の競技
「ボッチャ」。チームを組んで対戦をします。
ぜひご参加ください。

令和3年9月4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

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

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

【とき】令和３年 9月 18日（土）
　　　午後 1時 30分～ 3時 30分

【場所】　J:COM末広体育館　大体育室
【講師】　大阪体育大学　教育学部　准教授　曽根　裕二　氏
【対象】　市内在住・在学の障がい児者とその付添者どなたでも
【定員】　選手枠 30名　付添者 30名
【申込】　当日の3日前までに社会福祉協議会へお申込みください。
　　　　（TEL 464-2259）

令和３年９月３０日（木）13：30開始（13：15開場）
主　催：泉佐野市社会福祉協議会
場　所：泉佐野市立社会福祉センター　２階大会議室
申　込：９月９日（木）9：00から受付開始
　　　　社会福祉センター　ＴＥＬ464-2563
対象者：６０歳以上の市内在住者、４０人（先着順）

※防災ミニグッズ 無料配布あり
※コロナ感染予防対策を行い開催実施。
※コロナ感染状況により中止となる可能性があります。

11/19( 金 ) 午後、社会福祉センター2階大会議室にて
「介護予防・自立支援や介護保険のお話」を開催します！
詳しくは社協だより11月号に掲載します。

善意銀行寄託　令和3年6月～令和3年7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

(株)トータルベネフィット

新谷　篤子

植田　生子

・台風などの災害に対し手軽に揃えられる防災

　グッズの紹介など

「災害に対する家庭での備え」
　これだけは準備しておこう！

「自分らしく生きる」ことを
　実現するために
　～私の生き方ノートについて～

200,000円

大阪マスク1000枚

おもちゃ段ボール2箱

布、手芸用品　3巻

善 意
  銀 行

参加費：無料

・元気なうちから

　自らが希望する

　医療や介護につ

　いて考え身近な

　人と話し合うた

　めに

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

社会福祉センター指定管理事業 ふれあい交流会ふれあい交流会

善意のご厚志、ありがとうございました。

ボッチャとは？

令和3年度

①防災講習会 （４５分） ②基幹包括支援センター （２５分）

障がい児者
ふれあい
交流会

ボッチャ大会
開催！

予告




