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PR動画が
できました！

令和4年1月15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 善意銀行寄託

令和3年10月～令和3年11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 200,000円

善 意 銀 行

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・団体が出演しています。

抽選でプレゼントが当たります♪
全動画を視聴のうえ、ご応募ください。

応募方法も動画の中で
お知らせしています！

令和 4年 2月 8日（火）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：1月11日（火）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。

・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～

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

社会福祉センターでは、コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、アルコー
ル消毒や換気を徹底し、快適に健康管理機器をご利用できるよう努めています。
福祉センターに設置のヘルストロンは、本体に内蔵された電極の間に電圧をかけ
て人工的に発生させた「高圧電界」で全身をすっぽり包み込みこむことにより、健
康を維持する「交流高圧電位治療器」という医療機器です。また、マッサージ機
もあわせてご利用ください。

社協公式 YouTube チャンネルにて
絶賛配信中です！

※
写
真
は
す
べ
て
配
信
動
画
の
一
部
で
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

善意のご厚志、

ありがとうございました。

ボランティア
　フェスティバル
ボランティア
　フェスティバル

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

①防災講習会
（50分）

②基幹包括支援センター
（30分）

社会福祉センター２階 老人福祉センターに設置の
をご利用ください。マッサージ機・ヘルストロン マッサージ機・ヘルストロン 

老人福祉センターは、市内60歳以上の方がご利用でき、登録が必要です。詳しくは、１階受付事務所まで。
※感染防止のため、利用が中止になる場合がありますので、社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
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「全体オープニング」
①「泉佐野市ディスコン協会」
②「おはなしの会ルピナス」
③「泉佐野おもちゃ修理隊」
④「サザンボイス」
⑤「泉佐野くらしの応援隊」
⑥「泉佐野市こころのバリアフリーを考える会」
⑦「泉佐野市手話サークルいちょう」
⑧「泉佐野市食生活改善推進協議会」

「全体エンディング」

⑨「特技ボランティア (団体 )」
⑩「特技ボランティア (個人 )」
⑪「個人登録ボランティア」
⑫「災害事前登録ボランティア」
⑬「福祉委員会」

⑭「NPO法人全国てらこやネットワーク
　　“泉佐野てらこや SANOTERA”」

⑮「NPO法人キリンこども応援団
　　“さのだい子ども食堂キリンの家”」

⑯「泉佐野のまちづくり会社
　　バリューリノベーションズさの“さのサポ”」
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誰に相談していいか分からない、こんなことでも聞いてくれる
かな、等どんなことでもお気軽にご相談ください！
※状況により、やむを得ず中止する場合がございますのでご了承ください。　社協ではペットボトルキャップの

回収を行っています。回収したキャッ
プはリサイクル募金推進連絡会を通

じて市内の福祉事業所に運ばれ、売上金はワ
クチン寄付されます。
　社協に回収 BOXを設置しており、市民の方
や町会、福祉事業所、学校等、多くの方にご協
力いただいています。また、企業の社会貢献と
して下記企業にご協力いただきました。

　令和３年１２月１８日 ( 土 ) に市内在住の障がい児童をはじ
め、市子育て支援課・教育委員会にかかわる児童や交通遺
児などを対象に社協ふれあいクリスマス会を開催しました。
　本事業はノーマライゼーションの実現をめざし、児童福祉
の推進と地域福祉の向上を図ることを目的としています。当
日は関係団体、及びボランティアさんのご協力をいただきま
した。

知的障がい・精神障がい・認知症などで判断力
に不安のある人の日常生活上の金銭管理や書
類の管理、福祉サービスの利用について相談に
のったりお手伝いしたりする事業です

契約行為が難しい方は、成年後見申し立てについての相談も社協
（基幹包括支援センター）で行っていますのでご相談ください。

※ホームページ「社協の発行物」⇨「権利擁護支援
センター」でパンフレットをご覧いただけます。

利用までの流れ
連　絡 相談・申込 支援計画と契約 サービスの利用

ボランティア
グループ紹介 リフォーム

「なでしこ」

洋裁の技術をもつボランティアが、社協ふれあ
いクリスマス会のプレゼントや社協チャリティ
ショップ用のカバン・巾着等を作成しています。

予約不要 相談無料 秘密厳守

日　時 ： 2月15日（火）

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）
午前の部／10：30～12：30　午後の部／ 13：30～15：30

●第1.2.3.5月曜日　13：00～15：30
　場所　社会福祉センター2Ｆ　

（定例開設） 
●第4　月曜日　13：00～15：30
　場所　シャッピーハウス

問い合わせ先
地域福祉グループ　072－464－2259

窓口　社協・総務グループ日常生活自立支援事業担当係まで（社協１階）
　　　TEL：072－469－2155

〇物品のご協力いただいた方々
　プレゼント用布提供・・・（株）永橋染工場様
　プレゼント作成・・・・・・ ボランティアグループ
　　　　　　　　　　　   リフォーム「なでしこ」
　ケーキ包装
　　・・・FUJIYA KOBEイオンモール日根野店様

ペットボトルキャップ回収事業

日常生活自立支援事業を
実施しています！

ダイナム大阪泉佐野店様
全日本空輸（株）関西空港支店様
ナンカイ工業株式会社様

社  協
ふれあいクリスマス会

た
く
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ん
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だ
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！

利用できる人（すべてに該当する方が対象です）
〇泉佐野市にお住まいの方
〇認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力が十分でない方
〇この事業の利用に関する契約を締結する能力のある方
〇この事業を利用する意思のある方

※契約の能力がある場合でも、取消権が必要な消費者被害等の対応が
　必要な場合や、相続・不動産の売買など、この事業では対応できな
　い内容に関しては、成年後見制度の利用を促す場合もあります。

日常生活自立支援
事業担当係まで相
談してください。

事業の専門員が、
相談者の話を伺
い、申込みの手続
きを行います。

支援内容や、利用
料金を決めて、社
会福祉協議会と契
約を行います。

計画に沿って、支
援を行います。

【あなたに寄り添う　心配ごと相談所】　出張相談開催
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　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。

〇「防災」をテーマにした研修会や情報交換会等を通
　じて、それぞれの災害時や平常時の役割を理解し、
　日ごろから連携できる関係づくりを行います。
〇行政担当課と連携し、福祉事業所と地域組織がと
　もに参加することができる研修会や情報交換会等を
　開催します。

　自然災害等の非常時の助け合いができるようにする
ためには、日ごろからの顔の見える関係づくりが大切で
す。福祉関係機関（団体）と災害・防災関係機関（団体）
が協働して、災害時避難行動要支援者の安否確認や避
難誘導の体制づくりを進めることが必要です。
　そのため、取り組みには、社協や行政だけでなく、
民間の介護事業所や福祉施設と住民組織それぞれが必
要性を理解してできることから始めていただくことが大
切です。

「最近、住民同士での交流の機会が減ったな…。」という
地域住民の思いから東羽倉崎南町にコミュニティカフェが
開設されました。社会福祉法人いちょうの森 work&oasis
花筏さんと協力して運営されており、花筏さんが作った美
味しいパンを召し上がっていただけます。

サロン・ド・ボランティア

日程　令和4年１月２6日(水)、２月２２日(火)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター２階　大会議室

日　時　令和4年２月１８日(金）　10：00～
場　所　社会福祉センター２階　小会議室
申　込　前日までに事前に申し込みをして
　　　　ください。
定　員　１０名まで
※やむを得ず中止する場合がありますので
　予めご了承ください。

申し込み・お問い合わせ／泉佐野市社協ボランティアセンター　TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400

①フレイル予防！
②高齢でも元気になれる！
③運動、栄養、お口のケア！
④家での掃除や洗濯、調理も運動になる！
⑤生活の質と量を上げて健康に！
⑥社会参加して生きがい持った人生に！
⑦継続可能な介護保険に！

令和３年１０月２６日（火）１３：３０～１４：３０

全動画を視聴していただいた方で
プレゼント企画に応募された方から
抽選でプレゼントが当たります♪
　ぜひ、ご覧ください！

　今回の連絡会ではコロナ禍でも活動されて
いる 8 か所のカフェに聴き取りを行い、それ
ぞれのカフェに対しての「いいね！（よかっ
たポイント）」と質問を事前に作成いただき、
情報共有を行いました。その後、動画を上映
し、コロナ禍での地域活動の工夫などについ
て情報共有をさせていただきました。
　参加者からは、「コロナ禍での他地区の様
子や工夫を共有することで、今後のカフェ活
動の参考になった」「自身のカフェの良いとこ
ろを知れることで今後も頑張ろうと思った」
などの声があり、今後のカフェ活動につなが
る機会をつくることができました。

地域交流カフェ実施主体連絡会の対象の定義

 以下の条件を満たし活動に取り組んでいる団体・個人もしくは興味関心
のある団体・個人
① 居場所づくり、地域交流を目的としたカフェ活動に取り組 んでいること
② 会員に限定していない、広く広報していること
③ 出入り自由であること
④ 誰もが参加しやすい価格設定であり、営利目的でないこと

ボランティア活動説明会

ためになる介護予防のポイント

配布日時 ： 1月15日（土）午前10時～12時
　　　　　  3月12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）

１１月１９日　社会福祉センター

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 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

防災活動のネットワーク化行動2

ボランティア活動について説明会を行います。
「ボランティアに興味があるけど何をしたらいいか分
からない」等、少しでもボランティアに興味がある方
はぜひお越しください。

やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪

令和3年度　地域交流カフェ活動実施主体連絡会を開催しました！

＊＊ふれあい喫茶 なでしこ＊＊

感染症対策をしながら、現在活動している
地域のサロンの一部をご紹介します。（11月時点）

末広地区　東羽倉崎南町支部福祉委員会

カフェでおしゃべり
花筏のスタッフさんと一緒に
パンとコーヒーをお出しします

当日は大分県より(株)ライフリー代表取締役作業療法士の佐藤孝臣先生を講師に招き、「介護保険と介護予防

について」をテーマに介護保険に頼らない生活、フレイルの予防について講義していただきました。また、市地域

共生推進課よりロコトレ教室・さのトレ体操・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の紹

介などもありました。イヌナキンの飛び入り参加もあり参加者の皆さんは熱心に受講され、楽しくからだを動かし

ながら運動・脳トレなど体験されていました。参加者からは「高齢になってもトレーニングすれば筋力がつく事が

動画を見てよくわかった」「運動、栄養、口腔ケアが重要であることを学んだ」などの感想がありました。

来年度も介護予防を推進するための教室の開催を予定しています。

介護予防講座「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を開催しました！
介護予防講座「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を開催しました！

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等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

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！！

令和 2 年度は、コロナ下で集合型研修が行えなかったため、
自主防災会役員・ケアマネ連絡会役員・泉佐野市・社協を
パネリストとしたオンデマンド研修を開催しました。
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地区（支部）福祉委員会が実施する

子育てサロン
開設一覧

☆子育てについての様々なお話し合いをしませんか。

  ☆お母さんも子どもたちも友だちを見つけませんか。

地域のボランティア・民生委員・民間保育園の育児相談員がサポートします。令和2年11月15日現在

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4年1月26日(水) 午後1時30分～午後３時30分
場　所：社会福祉センター  2階 小会議室
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4年2月4日(金)・7日(月)・21日(月)
　 　 　  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2階　大会議室      　　　　　
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4年1月６日（木）～1月26日（水）
　◇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

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!

※祝祭日と、年末年始は休み。

※祝祭日と8月、12月中旬頃から1月まで休み。

※第３週目はカフェと併設

※8月は休み。　※令和4年度は日時・場所変更の可能性あり。

※二小地区（高松四町、上町、大宮、大西、若宮、栄）が対象です。祝祭日、お盆、年末は休み

※お盆、年末、祝日の場合は変更あり。

※祝祭日、８月は休み。急な町会、各種団体の公式会合、又は葬儀等が発生した場合は変更、又は取り消しとすることがある。

※祝祭日、年末は休み。

※一小地区第一区（本町、元町、野出町、西本町、笠松町）が対象です。※行事により一部負担金の可能性あり。
　祝祭日、年末年始、お盆は休み。旧笠松子育てサロン（H19.7.4設立）

※一小地区第二区（松原町、松原団地住宅）が対象です
　祝祭日、年末年始、お盆は休み。旧松原町子育てサロン（H16.7.2設立）

※一小地区第二区（松原町、松原団地住宅、羽倉崎町）が対象です。※行事により一部負担金の可能性あり。祝祭日、年末年始、お盆は休み。

社会福祉法人  泉佐野市社会福祉協議会　住所：泉佐野市中庄1102番地　TEL：０７２－４６４－２２５９

旭町子育てサロン

新町子育てサロン

毎週火曜日
am10:00～12:00

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

◎地区居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の0才～3才ぐらい
　までの幼児と保護者

年/1,000円
（町会未加入者は2,000円）

１回/100円
（町会未加入者は300円）

無し
（町会未加入者は1回100円）

１回/100円
（町会未加入者は２00円）

◎地区内（※）居住の就学前の幼児
　と保護者（保護者のみも可）

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

◎町内居住の就学前の幼児と保護者
◎春日町の就学前の幼児と保護者

「中町子育て広場」

「鶴っ子クラブ」

「ほほえみ」

「いきいきひろば」

中町子育てサロン

「葵町子育てサークル」
葵町子育てサロン

鶴原子育てサロン

「たんぽぽ」
湊子育てサロン

「ぬくもり」
上之郷地区子育てサロン

「フレンド」

一小地区子育てサロン

「フレンド」

「フレンド」

一小地区子育てサロン

一小地区子育てサロン

日根野地区子育てサロン

「小ざくら広場」
二小地区子育てサロン

安松子育てサロン

毎週木曜日
am10:00～12:00

第2・第4水曜日
am10:00～12:00

第3（水）
am10:00～11:30

第1・3※（水）
am10:00～11:30

第1・第3（水）
am10:00～11:30

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

第1・第3（水）
am10:00～11:30

第2・第4木曜日
am10:00～11:30

第4金曜日
am10:00～11:30

第2水曜日
am10:00～11:30

第2金曜日
am10:00～11:30

第3木曜日
am10:00～11:30

第1・第3（水）
am10:00～11:30

（H15.2.25）

（H15.９.４）

（H16.12.8）

（H19.4.4）

（H21.11.11）

（H22.4.1）

（H22.7.23）

（H23.11.9）

（H24.5.11）

（H24.6.21）

（H25.10.1）

（H25.10.1）

（H29.6.7）

（H26.7.24）

(旭町11-1)

（新町2丁目）

（長滝3733-4）

（長滝3884-4）

（日根野１６６０－１）

（高松北2丁目2-45）

（鶴原1丁目4-30）

（南中安松1084）

（港3丁目2-20）

（上之郷1910番地の3）

（笠松1丁目7-40-6）

（りんくう往来南2-19）

（りんくう往来南6-34）

（長滝878-4）

名　称（開設日） 開催日・時間 参加対象

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ◎地区居住の就学前の幼児と
　保護者「あおぞら」

長滝地区子育てサロン 第4木曜日
am10:00～11:30

旭町会館

新町会館

葵町会館

日根野公民館3階

中町会館

笠松第２会館

松原町会館

高松町総合会館

鶴原会館

安松町内会館

湊会館１階

上之郷コミュニティ
センター2階

羽倉崎町会館

開設場所

長滝第一町内会館

無し

無し

無し

無し（※）

無し

無し

無し

無し

無し（※）

参加費（会費）

無し

問い合わせ先
※現在は、コロナウイルス感染症のため、開催場所や開催日時が変更になっている場合が
　あります。詳しくはお問合せください。【R３.8.11更新】

定員30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100ポイントが付与されます。1年で最大5,000ポイント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？

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？

＜援助の一例＞

洗い物

洗濯
ゴミ出し



（ 5 ）泉佐野市社協だより（ 4 ） 泉佐野市社協だより

地区（支部）福祉委員会が実施する

子育てサロン
開設一覧

☆子育てについての様々なお話し合いをしませんか。

  ☆お母さんも子どもたちも友だちを見つけませんか。

地域のボランティア・民生委員・民間保育園の育児相談員がサポートします。令和2年11月15日現在

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4年1月26日(水) 午後1時30分～午後３時30分
場　所：社会福祉センター  2階 小会議室
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4年2月4日(金)・7日(月)・21日(月)
　 　 　  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2階　大会議室      　　　　　
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4年1月６日（木）～1月26日（水）
　◇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

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!

※祝祭日と、年末年始は休み。

※祝祭日と8月、12月中旬頃から1月まで休み。

※第３週目はカフェと併設

※8月は休み。　※令和4年度は日時・場所変更の可能性あり。

※二小地区（高松四町、上町、大宮、大西、若宮、栄）が対象です。祝祭日、お盆、年末は休み

※お盆、年末、祝日の場合は変更あり。

※祝祭日、８月は休み。急な町会、各種団体の公式会合、又は葬儀等が発生した場合は変更、又は取り消しとすることがある。

※祝祭日、年末は休み。

※一小地区第一区（本町、元町、野出町、西本町、笠松町）が対象です。※行事により一部負担金の可能性あり。
　祝祭日、年末年始、お盆は休み。旧笠松子育てサロン（H19.7.4設立）

※一小地区第二区（松原町、松原団地住宅）が対象です
　祝祭日、年末年始、お盆は休み。旧松原町子育てサロン（H16.7.2設立）

※一小地区第二区（松原町、松原団地住宅、羽倉崎町）が対象です。※行事により一部負担金の可能性あり。祝祭日、年末年始、お盆は休み。

社会福祉法人  泉佐野市社会福祉協議会　住所：泉佐野市中庄1102番地　TEL：０７２－４６４－２２５９

旭町子育てサロン

新町子育てサロン

毎週火曜日
am10:00～12:00

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

◎地区居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の就学前の幼児と
　保護者

◎町内居住の0才～3才ぐらい
　までの幼児と保護者

年/1,000円
（町会未加入者は2,000円）

１回/100円
（町会未加入者は300円）

無し
（町会未加入者は1回100円）

１回/100円
（町会未加入者は２00円）

◎地区内（※）居住の就学前の幼児
　と保護者（保護者のみも可）

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

◎町内居住の就学前の幼児と保護者
◎春日町の就学前の幼児と保護者

「中町子育て広場」

「鶴っ子クラブ」

「ほほえみ」

「いきいきひろば」

中町子育てサロン

「葵町子育てサークル」
葵町子育てサロン

鶴原子育てサロン

「たんぽぽ」
湊子育てサロン

「ぬくもり」
上之郷地区子育てサロン

「フレンド」

一小地区子育てサロン

「フレンド」

「フレンド」

一小地区子育てサロン

一小地区子育てサロン

日根野地区子育てサロン

「小ざくら広場」
二小地区子育てサロン

安松子育てサロン

毎週木曜日
am10:00～12:00

第2・第4水曜日
am10:00～12:00

第3（水）
am10:00～11:30

第1・3※（水）
am10:00～11:30

第1・第3（水）
am10:00～11:30

◎地区内（※）居住の就学前の
　幼児と保護者

第1・第3（水）
am10:00～11:30

第2・第4木曜日
am10:00～11:30

第4金曜日
am10:00～11:30

第2水曜日
am10:00～11:30

第2金曜日
am10:00～11:30

第3木曜日
am10:00～11:30

第1・第3（水）
am10:00～11:30

（H15.2.25）

（H15.９.４）

（H16.12.8）

（H19.4.4）

（H21.11.11）

（H22.4.1）

（H22.7.23）

（H23.11.9）

（H24.5.11）

（H24.6.21）

（H25.10.1）

（H25.10.1）

（H29.6.7）

（H26.7.24）

(旭町11-1)

（新町2丁目）

（長滝3733-4）

（長滝3884-4）

（日根野１６６０－１）

（高松北2丁目2-45）

（鶴原1丁目4-30）

（南中安松1084）

（港3丁目2-20）

（上之郷1910番地の3）

（笠松1丁目7-40-6）

（りんくう往来南2-19）

（りんくう往来南6-34）

（長滝878-4）

名　称（開設日） 開催日・時間 参加対象

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 ◎地区居住の就学前の幼児と
　保護者「あおぞら」

長滝地区子育てサロン 第4木曜日
am10:00～11:30

旭町会館

新町会館

葵町会館

日根野公民館3階

中町会館

笠松第２会館

松原町会館

高松町総合会館

鶴原会館

安松町内会館

湊会館１階

上之郷コミュニティ
センター2階

羽倉崎町会館

開設場所

長滝第一町内会館

無し

無し

無し

無し（※）

無し

無し

無し

無し

無し（※）

参加費（会費）

無し

問い合わせ先
※現在は、コロナウイルス感染症のため、開催場所や開催日時が変更になっている場合が
　あります。詳しくはお問合せください。【R３.8.11更新】

定員30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100ポイントが付与されます。1年で最大5,000ポイント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？

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？

＜援助の一例＞

洗い物

洗濯
ゴミ出し



（ 6 ） 泉佐野市社協だより （ 3 ）泉佐野市社協だより

　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。

〇「防災」をテーマにした研修会や情報交換会等を通
　じて、それぞれの災害時や平常時の役割を理解し、
　日ごろから連携できる関係づくりを行います。
〇行政担当課と連携し、福祉事業所と地域組織がと
　もに参加することができる研修会や情報交換会等を
　開催します。

　自然災害等の非常時の助け合いができるようにする
ためには、日ごろからの顔の見える関係づくりが大切で
す。福祉関係機関（団体）と災害・防災関係機関（団体）
が協働して、災害時避難行動要支援者の安否確認や避
難誘導の体制づくりを進めることが必要です。
　そのため、取り組みには、社協や行政だけでなく、
民間の介護事業所や福祉施設と住民組織それぞれが必
要性を理解してできることから始めていただくことが大
切です。

「最近、住民同士での交流の機会が減ったな…。」という
地域住民の思いから東羽倉崎南町にコミュニティカフェが
開設されました。社会福祉法人いちょうの森 work&oasis
花筏さんと協力して運営されており、花筏さんが作った美
味しいパンを召し上がっていただけます。

サロン・ド・ボランティア

日程　令和4年１月２6日(水)、２月２２日(火)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター２階　大会議室

日　時　令和4年２月１８日(金）　10：00～
場　所　社会福祉センター２階　小会議室
申　込　前日までに事前に申し込みをして
　　　　ください。
定　員　１０名まで
※やむを得ず中止する場合がありますので
　予めご了承ください。

申し込み・お問い合わせ／泉佐野市社協ボランティアセンター　TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400

①フレイル予防！
②高齢でも元気になれる！
③運動、栄養、お口のケア！
④家での掃除や洗濯、調理も運動になる！
⑤生活の質と量を上げて健康に！
⑥社会参加して生きがい持った人生に！
⑦継続可能な介護保険に！

令和３年１０月２６日（火）１３：３０～１４：３０

全動画を視聴していただいた方で
プレゼント企画に応募された方から
抽選でプレゼントが当たります♪
　ぜひ、ご覧ください！

　今回の連絡会ではコロナ禍でも活動されて
いる 8 か所のカフェに聴き取りを行い、それ
ぞれのカフェに対しての「いいね！（よかっ
たポイント）」と質問を事前に作成いただき、
情報共有を行いました。その後、動画を上映
し、コロナ禍での地域活動の工夫などについ
て情報共有をさせていただきました。
　参加者からは、「コロナ禍での他地区の様
子や工夫を共有することで、今後のカフェ活
動の参考になった」「自身のカフェの良いとこ
ろを知れることで今後も頑張ろうと思った」
などの声があり、今後のカフェ活動につなが
る機会をつくることができました。

地域交流カフェ実施主体連絡会の対象の定義

 以下の条件を満たし活動に取り組んでいる団体・個人もしくは興味関心
のある団体・個人
① 居場所づくり、地域交流を目的としたカフェ活動に取り組 んでいること
② 会員に限定していない、広く広報していること
③ 出入り自由であること
④ 誰もが参加しやすい価格設定であり、営利目的でないこと

ボランティア活動説明会

ためになる介護予防のポイント

配布日時 ： 1月15日（土）午前10時～12時
　　　　　  3月12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）

１１月１９日　社会福祉センター

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 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

防災活動のネットワーク化行動2

ボランティア活動について説明会を行います。
「ボランティアに興味があるけど何をしたらいいか分
からない」等、少しでもボランティアに興味がある方
はぜひお越しください。

やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪やっぱりええやん♪

        地域のつなが
り♪

令和3年度　地域交流カフェ活動実施主体連絡会を開催しました！

＊＊ふれあい喫茶 なでしこ＊＊

感染症対策をしながら、現在活動している
地域のサロンの一部をご紹介します。（11月時点）

末広地区　東羽倉崎南町支部福祉委員会

カフェでおしゃべり
花筏のスタッフさんと一緒に
パンとコーヒーをお出しします

当日は大分県より(株)ライフリー代表取締役作業療法士の佐藤孝臣先生を講師に招き、「介護保険と介護予防

について」をテーマに介護保険に頼らない生活、フレイルの予防について講義していただきました。また、市地域

共生推進課よりロコトレ教室・さのトレ体操・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の紹

介などもありました。イヌナキンの飛び入り参加もあり参加者の皆さんは熱心に受講され、楽しくからだを動かし

ながら運動・脳トレなど体験されていました。参加者からは「高齢になってもトレーニングすれば筋力がつく事が

動画を見てよくわかった」「運動、栄養、口腔ケアが重要であることを学んだ」などの感想がありました。

来年度も介護予防を推進するための教室の開催を予定しています。

介護予防講座「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を開催しました！
介護予防講座「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を開催しました！

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等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

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！！

令和 2 年度は、コロナ下で集合型研修が行えなかったため、
自主防災会役員・ケアマネ連絡会役員・泉佐野市・社協を
パネリストとしたオンデマンド研修を開催しました。
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誰に相談していいか分からない、こんなことでも聞いてくれる
かな、等どんなことでもお気軽にご相談ください！
※状況により、やむを得ず中止する場合がございますのでご了承ください。　社協ではペットボトルキャップの

回収を行っています。回収したキャッ
プはリサイクル募金推進連絡会を通

じて市内の福祉事業所に運ばれ、売上金はワ
クチン寄付されます。
　社協に回収 BOXを設置しており、市民の方
や町会、福祉事業所、学校等、多くの方にご協
力いただいています。また、企業の社会貢献と
して下記企業にご協力いただきました。

　令和３年１２月１８日 ( 土 ) に市内在住の障がい児童をはじ
め、市子育て支援課・教育委員会にかかわる児童や交通遺
児などを対象に社協ふれあいクリスマス会を開催しました。
　本事業はノーマライゼーションの実現をめざし、児童福祉
の推進と地域福祉の向上を図ることを目的としています。当
日は関係団体、及びボランティアさんのご協力をいただきま
した。

知的障がい・精神障がい・認知症などで判断力
に不安のある人の日常生活上の金銭管理や書
類の管理、福祉サービスの利用について相談に
のったりお手伝いしたりする事業です

契約行為が難しい方は、成年後見申し立てについての相談も社協
（基幹包括支援センター）で行っていますのでご相談ください。

※ホームページ「社協の発行物」⇨「権利擁護支援
センター」でパンフレットをご覧いただけます。

利用までの流れ
連　絡 相談・申込 支援計画と契約 サービスの利用

ボランティア
グループ紹介 リフォーム

「なでしこ」

洋裁の技術をもつボランティアが、社協ふれあ
いクリスマス会のプレゼントや社協チャリティ
ショップ用のカバン・巾着等を作成しています。

予約不要 相談無料 秘密厳守

日　時 ： 2月15日（火）

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）
午前の部／10：30～12：30　午後の部／ 13：30～15：30

●第1.2.3.5月曜日　13：00～15：30
　場所　社会福祉センター2Ｆ　

（定例開設） 
●第4　月曜日　13：00～15：30
　場所　シャッピーハウス

問い合わせ先
地域福祉グループ　072－464－2259

窓口　社協・総務グループ日常生活自立支援事業担当係まで（社協１階）
　　　TEL：072－469－2155

〇物品のご協力いただいた方々
　プレゼント用布提供・・・（株）永橋染工場様
　プレゼント作成・・・・・・ ボランティアグループ
　　　　　　　　　　　   リフォーム「なでしこ」
　ケーキ包装
　　・・・FUJIYA KOBEイオンモール日根野店様

ペットボトルキャップ回収事業

日常生活自立支援事業を
実施しています！

ダイナム大阪泉佐野店様
全日本空輸（株）関西空港支店様
ナンカイ工業株式会社様

社  協
ふれあいクリスマス会

た
く
さ
ん
の
キ
ャ
ッ
プ
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
！

利用できる人（すべてに該当する方が対象です）
〇泉佐野市にお住まいの方
〇認知症や知的障がい、精神障がい等で判断能力が十分でない方
〇この事業の利用に関する契約を締結する能力のある方
〇この事業を利用する意思のある方

※契約の能力がある場合でも、取消権が必要な消費者被害等の対応が
　必要な場合や、相続・不動産の売買など、この事業では対応できな
　い内容に関しては、成年後見制度の利用を促す場合もあります。

日常生活自立支援
事業担当係まで相
談してください。

事業の専門員が、
相談者の話を伺
い、申込みの手続
きを行います。

支援内容や、利用
料金を決めて、社
会福祉協議会と契
約を行います。

計画に沿って、支
援を行います。

【あなたに寄り添う　心配ごと相談所】　出張相談開催
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PR動画が
できました！

令和4年1月15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 善意銀行寄託

令和3年10月～令和3年11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 200,000円

善 意 銀 行

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・団体が出演しています。

抽選でプレゼントが当たります♪
全動画を視聴のうえ、ご応募ください。

応募方法も動画の中で
お知らせしています！

令和 4年 2月 8日（火）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：1月11日（火）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。

・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～

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

社会福祉センターでは、コロナウイルス感染症拡大防止の対策として、アルコー
ル消毒や換気を徹底し、快適に健康管理機器をご利用できるよう努めています。
福祉センターに設置のヘルストロンは、本体に内蔵された電極の間に電圧をかけ
て人工的に発生させた「高圧電界」で全身をすっぽり包み込みこむことにより、健
康を維持する「交流高圧電位治療器」という医療機器です。また、マッサージ機
もあわせてご利用ください。

社協公式 YouTube チャンネルにて
絶賛配信中です！

※
写
真
は
す
べ
て
配
信
動
画
の
一
部
で
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

善意のご厚志、

ありがとうございました。

ボランティア
フェスティバル
ボランティア
フェスティバル

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

①防災講習会
（50分）

②基幹包括支援センター
（30分）

社会福祉センター２階 老人福祉センターに設置の
をご利用ください。マッサージ機・ヘルストロン マッサージ機・ヘルストロン 

老人福祉センターは、市内60歳以上の方がご利用でき、登録が必要です。詳しくは、１階受付事務所まで。
※感染防止のため、利用が中止になる場合がありますので、社会福祉協議会ホームページをご確認ください。

ボ
ラ
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テ
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社
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険

登
録
団
体
編

「全体オープニング」
①「泉佐野市ディスコン協会」
②「おはなしの会ルピナス」
③「泉佐野おもちゃ修理隊」
④「サザンボイス」
⑤「泉佐野くらしの応援隊」
⑥「泉佐野市こころのバリアフリーを考える会」
⑦「泉佐野市手話サークルいちょう」
⑧「泉佐野市食生活改善推進協議会」

「全体エンディング」

⑨「特技ボランティア (団体 )」
⑩「特技ボランティア (個人 )」
⑪「個人登録ボランティア」
⑫「災害事前登録ボランティア」
⑬「福祉委員会」

⑭「NPO法人全国てらこやネットワーク
　　“泉佐野てらこや SANOTERA”」

⑮「NPO法人キリンこども応援団
　“さのだい子ども食堂キリンの家”」

⑯「泉佐野のまちづくり会社
　　バリューリノベーションズさの“さのサポ”」


