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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

令和3年11月13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

※緊急事態宣言発令時は、中止とさせて
いただきます。※感染症対策のため、会場
内の入場は人数制限・手指消毒・入口で
の検温（37.5℃以上の方は入場をご遠慮
いただきます）・入場時にコロナ追跡シス
テムへの登録・進路一方通行（双方向不可）
などを実施いたします。

善意銀行寄託　令和3年8月～令和3年9月末受付分

：： 令和3年7月受付分　お詫びと追加 ：：

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。

令和3年７月受付分について、報告が出来ていない寄託受付分がありましたので
報告させていただきます。たいへん申し訳ありませんでした。

人生道場

祐徳薬品工業（株）

200,000円

カットバン優　800箱

公益社団法人　泉佐野青年会議所

日本たばこ産業（株）岸和田支店

食料品（お米40kg、粉ミルク、インスタント食品等）

食料品　12点

善 意
銀 行

社協第42回

会場　泉佐野市立 社会福祉センター会場　泉佐野市立 社会福祉センター
駐車場に限りがございますので、コミュニティバス等
公共交通機関でのご来場にご協力ください

●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）

令和元年度　バザーの様子

11月1日～11月30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・(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、大阪泉州農業共同組合、阪南青果株式会
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）

チャリティバザー

みんなでささえあう
あったかい地域づくり
みんなでささえあう
あったかい地域づくり

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

いただいた募金は
右記の事業等に
使わせていただきます。

　●ふれあいクリスマス会
　●ひとり暮らし高齢者交流会関係
　●ひとり暮らし高齢者年賀はがき　など

YouTubeチャンネル

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。

　毎年ボランティア活動のPRとして開催しているイベント、
「ボランティアフェスティバル」が今年度新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止となりました。ボランティア活動
を知ってほしいという想いからボランティア活動をPRする動
画を作成しました！市内で活動しているボランティア個人・
団体が出演します。
ぜひ、ご覧ください！
社協公式YouTubeチャンネルにて１２月より随時配信予定！

令和3年１２月5日（日）
１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

ボランティアフェスティバルPR動画

★募集している金品 ★提供物品受付期間

共催団体 第41回　大型商品提供者

物品
提供募集！

【募金受付】

シャッピーハウス（泉佐野市大西 1‐16-5 ）でも
受け付けします。

【受付期間】
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
【TEL】　072-４６４-２２５９

12月1日～12月28日
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対象となる世帯

対象とならない世帯

市内で活動しているボランティア
の交流や社協ボランティアセン
ター登録施設を仲介しています。
活動先の担当者も来ていますの
で、分からないことを直接聞くこ
とができます。

ボランティア活動に興味がある方はぜひ
ご参加ください。

※初めて参加される場合は、ボランティアセンターまで
　事前にご連絡ください。
※緊急事態宣言が発令された場合は中止いたしますの
　で予めご了承ください。

別紙、参加申込書を提出してください。
▶HPに掲載しています。https://izumisanoshakyo.or.jp
定員120 名まで（先着順）
申込受付後、郵送で引換券をお送りいたします。(12 月上旬予定 )

来所提出かメールまたは FAXにて受付
▶泉佐野市社会福祉協議会　事務局へ
　　　泉佐野市中庄1102　開館時間：平日9時～17時
▶TEL：072-464-2259
▶FAX：072-462-5400　
▶Email：sanovc＠izumisanoshakyo.or.jp

ボランティア
グループ紹介 おはなしの会

ルピナス

サロン・ド・
ボランティア

子どもたちの豊かなくらしを願って「おはなしの種」
をまく活動をしています。小学校やこども園、乳
幼児の集まりなどの依頼を受け、「おはなしの会」
をしています。乳幼児から高齢者まで楽しめる内
容を目指しています。定例会ではプログラム作り、
絵本や紙芝居の練習・学習・パネルシアター製作
など行っています。
活動依頼・会員募集をしています。
興味が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。

会場　エブノ泉の森レセプションホール会場　エブノ泉の森レセプションホール

    申込期間 １１月１日(月)～１１月３０日(火)まで    申込期間 １１月１日(月)～１１月３０日(火)まで対象対象

内容内容

感染症対策のため、30分制とさせていただきます。

日程　１１月２４日(水)、１２月２２日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター２階　大会議室

市内在住の障がいのある児童とその
保護者(手帳所持者及び支援学校・
学級の通学者・通級者)、市子育て支
援課・教育委員会にかかわる児童と
その保護者、両親のいない児童や交
通遺児とその保護者

プログラム
（30分入れ替え制とさせていただき
　ます。）

つなぎ利用のイメージ図　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
してもなお就学費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

社  協
ふれあいクリスマス会

令和3年１２月18日（土）
13：00～16：00の内 ３０分間

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。
https://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　
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認知症についての
理解を深め、

認知症の人とともに
生きる街づくり

日　時　12月7日（火）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　20名（先着順）
申込・問合せ　11月30日（火）までに社会福祉協議会
　　　　　　　 ☎072-464-2259　FAX 072-462-5400  へ

日　時　11月13日（土）　14：00～16：00（13：30開場）
場　所　泉佐野市社会福祉センター　2階大会議室（泉佐野市中庄1102）　
対　象　市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
定　員　30名（先着順）
申　込   11/1より受付開始（電話 or QRコード）
申込・問合先　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　☎４６４－２９７７　　FAX ４６２－５４００

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

「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
有償ボランティア事業です。

テーマ 認知症やその症状、認知症の人への支援と対応などについて

講  師 リョーヤコマツクリニック　小松医師（認知症サポート医）
りんくう総合医療センター　坂口作業療法士
泉佐野市キャラバンメイト

認知症
カフェ

※コーヒー・紅茶など100円で提供します。問合先
　090-3873-1769
　家治（やじ）

よりみちカフェ 認知症があってもなくても、誰もが安

心して過ごせる居場所です。ほっと一

息しながら、まずは気軽にお話してみ

ませんか？

介護や健康に携わるスタッフがお待ち

しています。

　徘徊のおそれのある認知症高齢者等が行方不明に
なった場合に、皆様の協力により早期発見を可能にす
る仕組みを作り、高齢者の安全と家族等の安心をサポ
ートするものです。
　当センターが閉庁している夜間・祝休日に行方不明
になった場合にも対応できるようになりました。

　認知症のある高齢者等（被保険者）が、日常生活で
他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと
等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保
険金の支払いを受けることができます。泉佐野市が保
険契約者となり、保険料を全額負担するため、被保険
者の自己負担はありません。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口にて
　お渡し又は泉佐野市社会福祉協議会のＨＰよりダウ
　ンロードできます。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口にて
　お渡し又は泉佐野市社会福祉協議会のＨＰよりダウ
　ンロードできます。

②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）
③印鑑③印鑑

上記、3点を
基幹包括支援センターいずみさのへ
持参してください。

①泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出後、基幹包括支
援センターいずみさのへ連絡をください。基幹包括職員
より配信内容や配信範囲を聞き取りします。

①泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークに事前登録して
　いる方
②認知症の診断を受けている方（診断書の提出または、介
　護保険申請の主治医意見書または認定調査票で認知症
　高齢者の日常生活自立度がⅡa以上の方）

③満40歳以上の泉佐野市に住所を有する方

※夜間・祝休日の対応は、泉州南広域消防本部消防指
令センターになります。
警察への届け出の際に利用申出書と情報提供シート
を受け取り、記入後に、泉州南広域消防本部消防指令
センター（469-0119）へ電話で連絡の上、記入した書類
をFAX（464-1990）してください。自宅にFAXがない場
合は最寄りのコンビニよりFAXできます。

②聞き取った情報は、泉佐野市内のメール協力員・協力
機関へ配信します。
（必要に応じて、大阪府内・府外へも配信手続を行いま
す）

本人確認を行ったご家族は、警察署・基幹包括支援セン
ターへ連絡をして下さい。発見情報を協力員・協力機関
へ配信し、情報の削除を行います。

声をかけ（驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけな
い）、安全な場所へ移動し、泉佐野警察署へ連絡をして
下さい。

・線路内に立ち入って電車を止めてしまい、鉄道会社から 
  振替輸送費用等の損害賠償を請求された場合
・自転車に乗っていて歩行者にぶつかり、相手にケガを負
  わせてしまった場合

・日常生活における事故で他人の物を壊してしまった場合
……など

個人賠償責任保険（上限1億円）※示談交渉サービス付き

①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
②診断書
　（申請時に市で介護認定情報を確認し、認知症高齢者の
　日常生活自立度がⅡa以上と確認できた場合は不要）

②診断書
　（申請時に市で介護認定情報を確認し、認知症高齢者の
　日常生活自立度がⅡa以上と確認できた場合は不要）

申し込み専用
QRコード

WAOいずみさの in認知症サポーター養成講座WAOいずみさの in認知症サポーター養成講座
（Ⓦ忘れても Ⓐ安心して Ⓞ穏やかに暮らせる街　いずみさの）

受講料
無料

受講者には
「認知症サポーター
　受講者カード」を
　お渡しします。

認知症講座

「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？？

【日　時】
　毎月第3木曜日（祝日は休み）
　14：00～16：00
【場　所】 
　コープ泉佐野店2階集会所　　
【対　象】
　認知症の人やその家族だけでなく、
　どなたでも気軽にご参加いただけます。

困
っ
た
と
き
は

お
た
が
い
さ
ま
！

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークと
認知症高齢者等個人賠償責任保険

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークとは 認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

登録方法

実際に発生したら

保険適用される例

保険加入の対象者

補償内容

発見されたら

申込方法

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークと
認知症高齢者等個人賠償責任保険の相談窓口

詳しくは▼

基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　（泉佐野市中庄1102）

TEL ： 072-464-2977　
FAX ： 072-462-5400

徘徊しているかもしれない人を発見したら

もしもに備
えて！！

もしもに備
えて！！
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お問い合わせ先：基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　TEL　072-464-2977

配布日時 ： 11月13日（土）午前10時～12時
　　　　　  12月11日（土）午前10時～12時
配布場所 ： シャッピーハウス
　　　　　（泉佐野市大西1丁目16-5）

○日　時　 令和3年11月19日（金） 午後2時～4時（受付 午後1時半開始）
○場　所　 泉佐野市立社会福祉センター　２階大会議室
○内　容   1部▶ためになる介護保険と介護予防のお話
　　　　       講師：佐藤孝臣作業療法士
                            (厚生労働省介護予防活動普及展開事業検討会議委員・事業所ワーキング座長　(株)ライフリー代表取締役)
　　　　　2部▶いずみさのde介護予防の取組み紹介(泉佐野市地域共生推進課)
　　　　       ロコトレ教室(通所C)・さのトレ体操(DVD体操)・泉佐野元気塾・健康寿命ウォーキング・
                   介護支援サポーター
○対象者　市内在住者
○申込み　電話またはFAXにて受付　先着40名
※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

いつまでも元気で長生き！いい長寿！
～「介護保険」と「介護予防」の上手な使い方講座～

～「わたし」らしく生きることを支えるために、
あなたのご家族や身近な人と一緒に

「もしもの時」について話し合ってみませんか？～

詳しくは 大阪府　人生会議 検索

　自らの意思を伝えることに困難を抱える方が、
日常生活のあらゆる場面で本人の意思が尊重さ
れるよう、「意思決定支援」の考え方を共有してい
くことが地域社会において大切です。
　医療・介護・福祉関係者を含んだ地域住民等
が協働して、意思決定支援についての理解や合意
形成を含めた、意思決定支援のための様々な環境
整備を進めていきます。「メッセージノート（わたし
の生き方ノート）」は、病気や事故によって自分の
意思表示が困難になったときのために、事前に自
分の意思を示しておくものです。このノートに思い
を書き込んで行く際には、本人・家族・医療・介護・
福祉の関係者が一緒に考えて書いていくことが必
要ですので、関係者の連携が大切です。

イヌナキンも
来るよ！

食料品配布については、文化・宗教上の配慮から、
好きなものを選んで持って帰っていただきました。

参加費
無料

「もしものこと」を考えたことがありますか？
心の余裕のある時に、じっくりと考える時間を持ち、
そして、あなたの考えを大切な人に伝えてみませんか？

「もしものとき」について
　話し合いましょう。

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）

具体的取り組み例

基本目標1 ▶ 自分らしく生き、
チャレンジできる地域をつくろう

意思決定支援の推進

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。

行
動
2

　人生の中には「突然の事故」「突然の病気」「認
知症」などで、自分のことを決めることが難しく
なる時がおとずれるかもしれません。
　元気なうちに前もって (医療や介護のことな
ど)望む暮らし方について、身近な人や、家族・医
療・ケアチームなど周りの方たちと共有し「自分
の心づもり」として残しておくことで、あなたを
支える方たちの安心につながります。気持ちや
考えは状況の変化や時間の経過によって変化し
ます。日ごろから「もしもの時のこと」を少しず
つ話し合っておくことで、あなたの希望が尊重
された決定につながります。この話し合いを、人
生会議（ACP）アドバンス・ケア・プランニングと
いいます。

　泉佐野市では、在宅医療・介護連携推進事業にて、人生
会議のきっかけとして、メッセージノート（わたしの生き方
ノート）を作成しています。これまでの人生で大切にしてき
た人・こと・ものや、想いなど書き残すことで自分史として
も活用できるノートです。泉佐野市役所地域共生推進課、
基幹包括支援センターいずみさの、各地域型包括支援セン
ターにて配付していますのでお気軽にお問合せ下さい。

　7月17日（土）社会福祉センターにて、大阪府国際
交流財団・泉佐野地球交流協会(ica)と本会の3者共
催によって、「外国人のための無料相談サービス」を
開催しました。
　ＺＯＯＭ2名、来所20名の相談がありました。あ
わせて、コロナ禍の苦境の中、来所相談者に対して、
icaや泉佐野青年会議所、日本たばこ産業岸和田支
店、泉佐野市役所、歳末助けあい運動からいただい
た食料品や生理用品等の支援もさせていただきまし
た。

長引くコロナ禍生活が続きますが、今一度、介護保険の基本理念を学び、
健康づくりをめざして日頃の暮らし方を一緒に見直してみませんか？　 
要介護状態にならない秘訣を伝授します！

　泉佐野電力の地域貢献
活動として、泉佐野市内で
暮らしている外国人の方
に地元産の旬の野菜やお
米を無償配布させていた
だきます。

共催 ： 一般財団法人　泉佐野電力
　　　  特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会
　　　  社会福祉法人　泉佐野市社会福祉協議会
協力 ： きたなかマルシェ実行委員会

あなたはどんな生き方をし
たいですか？
あなたの大切な人にどん
な生き方をしてほしいです
か？人生会議(ACP)につい
て考えてみましょう。

「メッセージノート」の
普及や、記入支援に
取り組みます。

人 生 会 議
はじめてみませんか？

介護予防講座

11月30日は『人生会議の日』です。

11月30日は
人生会議の日

外国人のための
無料相談サービスを
実施しました！

泉佐野市内に居住する
外国人に対する食料配布を

実施します！！

【住所】泉佐野市中庄1102
【電話】464-2977　【ＦＡＸ】462-5400

[お申込み・問い合わせ]　申込期限　11月15日まで
　基幹包括支援センター　いずみさの
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お問い合わせ先：基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　TEL　072-464-2977

配布日時 ： 11月13日（土）午前10時～12時
　　　　　  12月11日（土）午前10時～12時
配布場所 ： シャッピーハウス
　　　　　（泉佐野市大西1丁目16-5）

○日　時　 令和3年11月19日（金） 午後2時～4時（受付 午後1時半開始）
○場　所　 泉佐野市立社会福祉センター　２階大会議室
○内　容   1部▶ためになる介護保険と介護予防のお話
　　　　       講師：佐藤孝臣作業療法士
                            (厚生労働省介護予防活動普及展開事業検討会議委員・事業所ワーキング座長　(株)ライフリー代表取締役)
　　　　　2部▶いずみさのde介護予防の取組み紹介(泉佐野市地域共生推進課)
　　　　       ロコトレ教室(通所C)・さのトレ体操(DVD体操)・泉佐野元気塾・健康寿命ウォーキング・
                   介護支援サポーター
○対象者　市内在住者
○申込み　電話またはFAXにて受付　先着40名
※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

いつまでも元気で長生き！いい長寿！
～「介護保険」と「介護予防」の上手な使い方講座～

～「わたし」らしく生きることを支えるために、
あなたのご家族や身近な人と一緒に

「もしもの時」について話し合ってみませんか？～

詳しくは 大阪府　人生会議 検索

　自らの意思を伝えることに困難を抱える方が、
日常生活のあらゆる場面で本人の意思が尊重さ
れるよう、「意思決定支援」の考え方を共有してい
くことが地域社会において大切です。
　医療・介護・福祉関係者を含んだ地域住民等
が協働して、意思決定支援についての理解や合意
形成を含めた、意思決定支援のための様々な環境
整備を進めていきます。「メッセージノート（わたし
の生き方ノート）」は、病気や事故によって自分の
意思表示が困難になったときのために、事前に自
分の意思を示しておくものです。このノートに思い
を書き込んで行く際には、本人・家族・医療・介護・
福祉の関係者が一緒に考えて書いていくことが必
要ですので、関係者の連携が大切です。

イヌナキンも
来るよ！

食料品配布については、文化・宗教上の配慮から、
好きなものを選んで持って帰っていただきました。

参加費
無料

「もしものこと」を考えたことがありますか？
心の余裕のある時に、じっくりと考える時間を持ち、
そして、あなたの考えを大切な人に伝えてみませんか？

「もしものとき」について
　話し合いましょう。

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）

具体的取り組み例

基本目標1 ▶ 自分らしく生き、
チャレンジできる地域をつくろう

意思決定支援の推進

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。

行
動
2

　人生の中には「突然の事故」「突然の病気」「認
知症」などで、自分のことを決めることが難しく
なる時がおとずれるかもしれません。
　元気なうちに前もって (医療や介護のことな
ど)望む暮らし方について、身近な人や、家族・医
療・ケアチームなど周りの方たちと共有し「自分
の心づもり」として残しておくことで、あなたを
支える方たちの安心につながります。気持ちや
考えは状況の変化や時間の経過によって変化し
ます。日ごろから「もしもの時のこと」を少しず
つ話し合っておくことで、あなたの希望が尊重
された決定につながります。この話し合いを、人
生会議（ACP）アドバンス・ケア・プランニングと
いいます。

　泉佐野市では、在宅医療・介護連携推進事業にて、人生
会議のきっかけとして、メッセージノート（わたしの生き方
ノート）を作成しています。これまでの人生で大切にしてき
た人・こと・ものや、想いなど書き残すことで自分史として
も活用できるノートです。泉佐野市役所地域共生推進課、
基幹包括支援センターいずみさの、各地域型包括支援セン
ターにて配付していますのでお気軽にお問合せ下さい。

　7月17日（土）社会福祉センターにて、大阪府国際
交流財団・泉佐野地球交流協会(ica)と本会の3者共
催によって、「外国人のための無料相談サービス」を
開催しました。
　ＺＯＯＭ2名、来所20名の相談がありました。あ
わせて、コロナ禍の苦境の中、来所相談者に対して、
icaや泉佐野青年会議所、日本たばこ産業岸和田支
店、泉佐野市役所、歳末助けあい運動からいただい
た食料品や生理用品等の支援もさせていただきまし
た。

長引くコロナ禍生活が続きますが、今一度、介護保険の基本理念を学び、
健康づくりをめざして日頃の暮らし方を一緒に見直してみませんか？　 
要介護状態にならない秘訣を伝授します！

　泉佐野電力の地域貢献
活動として、泉佐野市内で
暮らしている外国人の方
に地元産の旬の野菜やお
米を無償配布させていた
だきます。

共催 ： 一般財団法人　泉佐野電力
　　　  特定非営利活動法人泉佐野地球交流協会
　　　  社会福祉法人　泉佐野市社会福祉協議会
協力 ： きたなかマルシェ実行委員会

あなたはどんな生き方をし
たいですか？
あなたの大切な人にどん
な生き方をしてほしいです
か？人生会議(ACP)につい
て考えてみましょう。

「メッセージノート」の
普及や、記入支援に
取り組みます。

人 生 会 議
はじめてみませんか？

介護予防講座

11月30日は『人生会議の日』です。

11月30日は
人生会議の日

外国人のための
無料相談サービスを
実施しました！

泉佐野市内に居住する
外国人に対する食料配布を

実施します！！

【住所】泉佐野市中庄1102
【電話】464-2977　【ＦＡＸ】462-5400

[お申込み・問い合わせ]　申込期限　11月15日まで
　基幹包括支援センター　いずみさの
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認知症についての
理解を深め、

認知症の人とともに
生きる街づくり

日　時　12月7日（火）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　20名（先着順）
申込・問合せ　11月30日（火）までに社会福祉協議会
　　　　　　　 ☎072-464-2259　FAX 072-462-5400  へ

日　時　11月13日（土）　14：00～16：00（13：30開場）
場　所　泉佐野市社会福祉センター　2階大会議室（泉佐野市中庄1102）　
対　象　市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）
定　員　30名（先着順）
申　込   11/1より受付開始（電話 or QRコード）
申込・問合先　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　☎４６４－２９７７　　FAX ４６２－５４００

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

「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
有償ボランティア事業です。

テーマ 認知症やその症状、認知症の人への支援と対応などについて

講  師 リョーヤコマツクリニック　小松医師（認知症サポート医）
りんくう総合医療センター　坂口作業療法士
泉佐野市キャラバンメイト

認知症
カフェ

※コーヒー・紅茶など100円で提供します。問合先
　090-3873-1769
　家治（やじ）

よりみちカフェ 認知症があってもなくても、誰もが安

心して過ごせる居場所です。ほっと一

息しながら、まずは気軽にお話してみ

ませんか？

介護や健康に携わるスタッフがお待ち

しています。

　徘徊のおそれのある認知症高齢者等が行方不明に
なった場合に、皆様の協力により早期発見を可能にす
る仕組みを作り、高齢者の安全と家族等の安心をサポ
ートするものです。
　当センターが閉庁している夜間・祝休日に行方不明
になった場合にも対応できるようになりました。

　認知症のある高齢者等（被保険者）が、日常生活で
他人にケガをさせたり、他人の財物を壊したりしたこと
等により、法律上の損害賠償責任を負った場合に、保
険金の支払いを受けることができます。泉佐野市が保
険契約者となり、保険料を全額負担するため、被保険
者の自己負担はありません。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口にて
　お渡し又は泉佐野市社会福祉協議会のＨＰよりダウ
　ンロードできます。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口にて
　お渡し又は泉佐野市社会福祉協議会のＨＰよりダウ
　ンロードできます。

②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）
③印鑑③印鑑

上記、3点を
基幹包括支援センターいずみさのへ
持参してください。

①泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出後、基幹包括支
援センターいずみさのへ連絡をください。基幹包括職員
より配信内容や配信範囲を聞き取りします。

①泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークに事前登録して
　いる方
②認知症の診断を受けている方（診断書の提出または、介
　護保険申請の主治医意見書または認定調査票で認知症
　高齢者の日常生活自立度がⅡa以上の方）

③満40歳以上の泉佐野市に住所を有する方

※夜間・祝休日の対応は、泉州南広域消防本部消防指
令センターになります。
警察への届け出の際に利用申出書と情報提供シート
を受け取り、記入後に、泉州南広域消防本部消防指令
センター（469-0119）へ電話で連絡の上、記入した書類
をFAX（464-1990）してください。自宅にFAXがない場
合は最寄りのコンビニよりFAXできます。

②聞き取った情報は、泉佐野市内のメール協力員・協力
機関へ配信します。
（必要に応じて、大阪府内・府外へも配信手続を行いま
す）

本人確認を行ったご家族は、警察署・基幹包括支援セン
ターへ連絡をして下さい。発見情報を協力員・協力機関
へ配信し、情報の削除を行います。

声をかけ（驚かせない・急がせない・自尊心を傷つけな
い）、安全な場所へ移動し、泉佐野警察署へ連絡をして
下さい。

・線路内に立ち入って電車を止めてしまい、鉄道会社から 
  振替輸送費用等の損害賠償を請求された場合
・自転車に乗っていて歩行者にぶつかり、相手にケガを負
  わせてしまった場合

・日常生活における事故で他人の物を壊してしまった場合
……など

個人賠償責任保険（上限1億円）※示談交渉サービス付き

①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
②診断書
　（申請時に市で介護認定情報を確認し、認知症高齢者の
　日常生活自立度がⅡa以上と確認できた場合は不要）

②診断書
　（申請時に市で介護認定情報を確認し、認知症高齢者の
　日常生活自立度がⅡa以上と確認できた場合は不要）

申し込み専用
QRコード

WAOいずみさの in認知症サポーター養成講座WAOいずみさの in認知症サポーター養成講座
（Ⓦ忘れても Ⓐ安心して Ⓞ穏やかに暮らせる街　いずみさの）

受講料
無料

受講者には
「認知症サポーター
　受講者カード」を
　お渡しします。

認知症講座

「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？？

【日　時】
　毎月第3木曜日（祝日は休み）
　14：00～16：00
【場　所】 
　コープ泉佐野店2階集会所　　
【対　象】
　認知症の人やその家族だけでなく、
　どなたでも気軽にご参加いただけます。

困
っ
た
と
き
は

お
た
が
い
さ
ま
！

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークと
認知症高齢者等個人賠償責任保険

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークとは 認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

登録方法

実際に発生したら

保険適用される例

保険加入の対象者

補償内容

発見されたら

申込方法

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークと
認知症高齢者等個人賠償責任保険の相談窓口

詳しくは▼

基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　（泉佐野市中庄1102）

TEL ： 072-464-2977　
FAX ： 072-462-5400

徘徊しているかもしれない人を発見したら

もしもに備
えて！！

もしもに備
えて！！
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対象となる世帯

対象とならない世帯

市内で活動しているボランティア
の交流や社協ボランティアセン
ター登録施設を仲介しています。
活動先の担当者も来ていますの
で、分からないことを直接聞くこ
とができます。

ボランティア活動に興味がある方はぜひ
ご参加ください。

※初めて参加される場合は、ボランティアセンターまで
　事前にご連絡ください。
※緊急事態宣言が発令された場合は中止いたしますの
　で予めご了承ください。

別紙、参加申込書を提出してください。
▶HPに掲載しています。https://izumisanoshakyo.or.jp
定員120 名まで（先着順）
申込受付後、郵送で引換券をお送りいたします。(12 月上旬予定 )

来所提出かメールまたは FAXにて受付
▶泉佐野市社会福祉協議会　事務局へ
　　　泉佐野市中庄1102　開館時間：平日9時～17時
▶TEL：072-464-2259
▶FAX：072-462-5400　
▶Email：sanovc＠izumisanoshakyo.or.jp

ボランティア
グループ紹介 おはなしの会

ルピナス

サロン・ド・
ボランティア

子どもたちの豊かなくらしを願って「おはなしの種」
をまく活動をしています。小学校やこども園、乳
幼児の集まりなどの依頼を受け、「おはなしの会」
をしています。乳幼児から高齢者まで楽しめる内
容を目指しています。定例会ではプログラム作り、
絵本や紙芝居の練習・学習・パネルシアター製作
など行っています。
活動依頼・会員募集をしています。
興味が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。

会場　エブノ泉の森レセプションホール会場　エブノ泉の森レセプションホール

    申込期間 １１月１日(月)～１１月３０日(火)まで    申込期間 １１月１日(月)～１１月３０日(火)まで対象対象

内容内容

感染症対策のため、30分制とさせていただきます。

日程　１１月２４日(水)、１２月２２日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター２階　大会議室

市内在住の障がいのある児童とその
保護者(手帳所持者及び支援学校・
学級の通学者・通級者)、市子育て支
援課・教育委員会にかかわる児童と
その保護者、両親のいない児童や交
通遺児とその保護者

プログラム
（30分入れ替え制とさせていただき
　ます。）

つなぎ利用のイメージ図　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
してもなお就学費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

社  協
ふれあいクリスマス会

令和3年１２月18日（土）
13：00～16：00の内 ３０分間

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。
https://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　
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令和3年11月13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

※緊急事態宣言発令時は、中止とさせて
いただきます。※感染症対策のため、会場
内の入場は人数制限・手指消毒・入口で
の検温（37.5℃以上の方は入場をご遠慮
いただきます）・入場時にコロナ追跡シス
テムへの登録・進路一方通行（双方向不可）
などを実施いたします。

善意銀行寄託　令和3年8月～令和3年9月末受付分

：： 令和3年7月受付分　お詫びと追加 ：：

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。

令和3年７月受付分について、報告が出来ていない寄託受付分がありましたので
報告させていただきます。たいへん申し訳ありませんでした。

人生道場

祐徳薬品工業（株）

200,000円

カットバン優　800箱

公益社団法人　泉佐野青年会議所

日本たばこ産業（株）岸和田支店

食料品（お米40kg、粉ミルク、インスタント食品等）

食料品　12点

善 意
銀 行

社協第42回

会場　泉佐野市立 社会福祉センター会場　泉佐野市立 社会福祉センター
駐車場に限りがございますので、コミュニティバス等
公共交通機関でのご来場にご協力ください

●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）

令和元年度　バザーの様子

11月1日～11月30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・(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、大阪泉州農業共同組合、阪南青果株式会
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）

チャリティバザー

みんなでささえあう
あったかい地域づくり
みんなでささえあう
あったかい地域づくり

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

いただいた募金は
右記の事業等に
使わせていただきます。

　●ふれあいクリスマス会
　●ひとり暮らし高齢者交流会関係
　●ひとり暮らし高齢者年賀はがき　など

YouTubeチャンネル

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。

　毎年ボランティア活動のPRとして開催しているイベント、
「ボランティアフェスティバル」が今年度新型コロナウイル
ス感染症の影響により中止となりました。ボランティア活動
を知ってほしいという想いからボランティア活動をPRする動
画を作成しました！市内で活動しているボランティア個人・
団体が出演します。
ぜひ、ご覧ください！
社協公式YouTubeチャンネルにて１２月より随時配信予定！

令和3年１２月5日（日）
１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

ボランティアフェスティバルPR動画

★募集している金品 ★提供物品受付期間

共催団体 第41回　大型商品提供者

物品
提供募集！

【募金受付】

シャッピーハウス（泉佐野市大西 1‐16-5 ）でも
受け付けします。

【受付期間】
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
【TEL】　072-４６４-２２５９

12月1日～12月28日




