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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

令和4年3月5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12月～令和4年1月末受付分

法人（泉佐野市社会福祉協議会）
　　　　　　　　　への寄付

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

泉佐野モラロジー事務所

200,000円

30,000円

匿名

匿名

1,000,000円

2,000円

善 意 銀 行

令和 3 年 12 月 5 日（日）、市立社会福
祉センターにて、42回目になる社協チャ
リティバザーを開催しました。
当日売上およびいただいた寄付について
は、全額、市民の地域福祉活動のため
に使わせていただきます。

社協第42回

チャリティバザーチャリティバザー

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

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Ｂ
ＢＳ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

犬鳴山温泉　不動口館、犬鳴山温泉　み奈美亭、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、大阪泉州農協、阪南青果株式会社、株式会社向新、不二製油株式会社、
バイキング左近（左近商事株式会社）、株式会社平善、明治安田生命りんくう営業所、日王株式会社、サ
ンワールド株式会社、がんこ座、株式会社リノ、射手矢 康之、右馬野 博、西願　幸雄、麻生川　敏行
（他、匿名の方々から提供頂きました）

（敬称略・順不同）

南中岡本町会（10,000）、旭町町会（10,000）、旭町福祉委員会（10,000）、新町町内会（30,000）、湊長生
会（28,000）、長滝町会役員一同（26,000）、社会福祉法人泉ヶ丘福祉会（20,000）、社会福祉法人杉の子
会（10,000）、下瓦屋長生会（10,000）、松原団地住宅自治会（10,000）・鶴原町内会（10,000）、なかよ
しこども園（10,000）、匿名（10,000）、匿名（10,000）

当日売上＆寄付合計

開催しました!

９１８，０６０円

既存の活動には参加しづらい生きづらさを感じている人
達が安心して過ごすことができる「居場所」については、
当事者の思いやニーズにあわせた多様で柔軟な受け皿が
必要です。泉佐野市社会福祉協議会では、様々な生き
づらさを感じている人たちが安心して過ごすことができ
る集いの場を開催しています。また集いの場以外にもボ
ランティア活動など様々な体験を行うことができるプロ
グラムである「縁起プロジェクト」を開始しました。
一人ひとりの生きづらさに寄り添いながら様々な機関や
資源と連携して本人の持っている力を発揮できるよう応
援します。

配布日時 ： 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）

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。

共催団体

大型商品提供者

1万円以上寄付者

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。

生きづらさを感じている人たちがほっとできる居場所
づくりがスタートしています。

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。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的
取り組み例 ほっとできる集いの場「りれーしょん」

基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

様々な生きづらさを感じている
人たちの居場所を地域につくる

行動 4

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！！
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期間 ▶ 令和4年3月16日(水)～18日（金）　9：30～21：00　（最終日は16：00まで）
場所 ▶ いこらも～る泉佐野　1階特設会場
内容 ▶ 悩みごと・心配なことの相談窓口やストレス解消法についてポスター・ちらしの展示

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

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

日時 ▶ 令和4年3月24日(木)　14：00～16：00
場所 ▶ レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター　多目的室
対象 ▶ 市内在住・在勤者
定員 ▶ 40名（先着順）
申し込み・問い合わせ　
　　　　基幹包括支援センターいずみさの　へ電話・ＦＡＸ・メールで。
　　　　住所・氏名・連絡先を記入
　　　　TEL464-2977　FAX462-5400　
　　　　Email　kikan＠izumisanoshakyo.or.jp

令和 3 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2,651,955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）

さのトレ体操」をはじめたい団体を４月から、おおむね 5 団体
募集する予定です。
詳しくは市広報紙4月号または社協だより5月号に掲載します。

締め切り
3月18日（金）まで
受講料　無料

元町町会（25 ,0 00）･下瓦屋町内会（10,0 00）・下瓦屋南町会
（16,000）･中村町自治会（22,500）･春日町内会（23,000）・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 ,0 00）･本町町内会（25 ,0 00）･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（14,700）･羽倉崎町内会（50,000）･
高松北町会（38,000）･土丸町会（12,500）･下村町会（12,000）･栄町町内会（10,000）･
貝田町内会（20,000）･新長滝自治会（16,000）･見出住宅自治会（14,810）･母山町会
（7,800）・旭町町内会（33,000）･机場町会（6,000）･西本町町会（25,000）･上村町会
（11,000）･上町町会73,481）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松町会（11,650）･日根
野西町会（6,000）･大宮町内会（23,000） ・大宮町内会1班有志（1,500）・大宮町内会
2班有志（3,340）･高松南町内会（10,000）・高松南4班2組一同（2,000）・東上町内会
（15,500）･久ノ木町内会（3,400）･中筋町内会（3,700）･西出町内会（5,600）･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（2,800）･上瓦屋町内会（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（19,000）･湊町内会（75,000）･安松町会
（60,000）･泉陽ヶ丘自治会（21,000）･女形町会（2,800）・女形地区在住の皆様（4,800）･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（12,267）･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）･西佐野台町内会（19,800）･長滝住宅自治会（15,000）･新家町内
会（55,000）･鶴原中央住宅自治会（35,000）･笠松町内会（100,000）･市場町町会（13,749）･泉ヶ丘町内会（63,684）･
中町町内会（24,930）・幸町町内会（14,200）･松原町町会（34,500）･長滝第一住宅自治会（15,200）･長滝連合町内
会（32,000）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（107,700）・鶴原北住宅自治会（17,000）・大西町会（30,000）・南泉ヶ
丘町会（28,000）・若宮町町会（15,000）・長瀧谷栄一郎（20,000）・匿名合計（16,348）

戸別募金

長南小学校（11,358）･中央小学校（18,605）・大木小学校（5,127）・第一小学校（12,905）・日根野小学校
（12,061）・上之郷小学校（5,965）・日新小学校（7,056）・第二小学校（3,500）・北中小学校（3,036）

学校募金

（福）来友会職員（13,358）･（福）清光会和泉の里職員（20,000）･（福）清光会ゆかりの里職員（20,000） ・泉佐野市
役所職員（34,788）

職域募金

現在、２団体絶賛実施中です。
見学等お気軽にお問い合わせください。

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。

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

こころがつながる地域をめざして
～ひとりじゃないよ～

自殺対策におけるゲートキーパーとは「生きる人を支

援する人」です。

身近な人の変化に気づき、声をかけ、話を聞き、つ

なぎ見守ります。

自殺対策強化事業
ゲートキーパー養成研修

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更する場合があります。
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ラジオ体操

健康エクササイズ

共同募金PRイベント（会場：いこらも～る泉佐野）
・10/12（5,759）　・10/13（6,747）　・10/14（8,113）

　・いこらも～る泉佐野（会場提供）
　・大阪府立佐野支援学校（啓発ポスター制作）
　・泉佐野市社協ボランティアセンター運営委員
　・泉佐野市社協役職員

【街頭募金協力団体】

ラジオ体操第 1 と第 2 を行った後、理学療法士さん考案の
健康エクササイズを行っています。
◆◆ラジオ体操＆健康エクササイズ◆◆
【日　時】毎週 月水金　8時～8時 30分
【場　所】空連道高架下
【対　象】新長滝在住の方

鶴っ子クラブが再開されました☆
子どもたちはおもちゃで遊んだり、お母さんたちはママ友とお話し
したりと楽しい時間を過ごされています。クリスマス会など季節の
イベントもありますので、ぜひご参加ください。
優しいボランティアさんたちが待っていますよ～♪

【日　時】毎月第4金曜日　10：00～ 11：30
　　　　　※年末年始、お盆などはお休み
【場　所】鶴原町会館
【対　象】鶴原町内居住の就学前の幼児と保護者
【参加費】無料

※健康エクササイズは、新長滝カフェにて健康測定を行った人を対象に
   開催しています。

表彰

全日本空輸（株）関西空港支店（66,871）･オークワ泉佐野松
風台店（457）･エルダーケア（3,571）･清光会恵誠の里
（1,490）･上之郷こども園（3,436）･泉ヶ丘園（820）･ライフワー
クぎんなん（608）･光園（826）･（福）犬鳴山（1,980）･栄公苑（872）･特養ホライズン（94）･きちょう苑（1,506）･老健
ホライズン（589）･障がい者支援施設泉ヶ丘療護園（11,900）･りんごの樹（2,332）･ケアハウス泉佐野（1,674）･りん
くう総合医療センター（957）･なかよしこども園（6,785）・ささゆり作業所（11,565）・りんくうプレジャータウンシー
クル（374）・（福）暢楽荘（2,278）・文化振興財団（100）・イオンモール日根野店（604）・いこらも～る泉佐野
（3,898） ･（福）来友会（23,329）・青松記念病院（6,018）・ANAFESTA（株）関西店（202）・上瓦屋ラウンジ
（3,918）・アローズ泉佐野店（8,160）・市役所（9,298）・社会福祉センター（6,692）

街頭募金箱

街頭募金

（福）犬鳴山（5,000）・（福）来友会（1,500）・共同募金PRイベント（6,000）・暢楽荘（7,000）・泉佐野市部課長会
（56,000）・ 社会福祉協議会窓口（24,500）

令和３年11月25日（木）に、大阪府社会福祉大会が大阪国際交流
センターにて行われ、三小地区福祉委員会様が表彰されました。

バッジ募金

大阪府社会福祉協議会　会長表彰大阪府社会福祉協議会　会長表彰

社協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、赤崎
春代さんが令和３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。赤崎さんは長年にわたり、社協登録施設(高齢者施設、障
がい者施設等)でボランティア活動をされており、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、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、社会福祉
協議会で表彰状と記念品を会長よりお渡しさせていただきました。

厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム犬鳴山荘（10,000）・
（福）来友会　軽費老人ホーム来友館（13,500）

クオカード募金

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム犬鳴山荘
（10,000）・（福）来友会軽費老人ホーム来友館
（6,500）

図書カード募金 ハートフル募金
（共同募金協力型自動販売機）

社会福祉協議会（23,112）

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♪

＊＊元気は貴方を光らせる！！＊＊
健康づくり 

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。（1月時点）

継
続
は
力
！！

健
康
は
み
ん
な
で
！！

長滝地区　新長滝支部福祉委員会

＊＊子育てサロン「鶴っ子クラブ」＊＊

北中地区　鶴原支部福祉委員会
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記念バッジデザイン募集

令和4年　第1回

2021年度
デザイン

（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

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。

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

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。登録施設の依頼で作品作り等も行い
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。

サロン・ド・ボランティア

日時　令和４年３月２３日(水)、４月27日(水)
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3月26日(土)
　　　　　　　　13：00～16：00（出入り自由）
　　　　※事前申し込み不要
場所 ▶ シャッピーハウス
　　　　（泉佐野市大西1丁目16－5ライフラインプラザ1階）
対象 ▶ 市内在住の中学生以下の児童と
　　　  その保護者(未就学児は保護者同伴必須)

どなたでも参加ＯＫ！

お問い合わせ 泉佐野市社協　TEL  072-464-2259
　　　　　　　                   FAX  072-462-5400

ご興味のある方はボランティアセンターまで

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

ボランティア
グループ紹介

シャッピーハ
ウスPRイベン

ト

演劇集団
サザンボイス

演劇・紙芝居・ペープサート等の大道具、小道具、
衣装等がほとんど手作りでメンバーそれぞれの
技を活かして作品を作っています。
日時：毎月第1・3木曜日
         10：00 ～15：00
場所：生涯学習センター

令和3年度
歳末助け合い運動に 846,002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（33,000）･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（13,500）･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（15,900）･元更生保護女性会（10,000）･湊町内会（10,000）･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（54,141）･佐野台小学校
（3,669）･水呑地蔵（100,000）･グループホーム泉
州（10,000）･天理教泉州分教会（30,000）･なかよ
しこども園（15,000）･りんくう総合医療センター
（7,520）･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（20,166）・南中岡本町会
（10,000）・匿名（3,000）・匿名（30,000）・歌体
操（3,000）・高松南町内会（10,000）・泉佐野市
長生会連合会（14,166）・土丸町内会（10,000）・
泉佐野茶華道連合会（20,000）・長生会ダンス部
（3,000）・あおいこども園（10,000）・南中樫井町
会（10,000）・ゲートボール部（5,287）・末広小
学校（1,988）・第一小学校（1,119）・上瓦屋ラウ
ンジ（2,641）・泉佐野市役所募金箱（11,487）・
福祉センター募金箱（1,918）

令和3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。

■令和4年度（2022年度）
　　赤い羽根共同募金の のお知らせ

シャッピーの謎解きハウス

※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。

ハウス内にある問題を解いていくと、

ある1つの答えに・・。

この謎を解くことができるかな！？

ハウス内にある問題を解いていくと、

ある1つの答えに・・。

この謎を解くことができるかな！？

見
学
可
能
で
す
！

日時：5月17日（火）13:00～15:30
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内
出店者募集

シャッピーハウス掘り出し市

★1区画長机１台分 (180×45 ㎝ ) あたり運営協力金　
500 円 ( 先着 8区画予定 )
★４月 8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。
★募集要項は社協公式サイト
(https：//izumisanoshakyo.or.jp) から「その他の
講座など」のページに掲載しています。
★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。
※申込書はホームページからダウンロードしていただく
　か、社会福祉協議会へお問い合わせください。
※メールの際は記入された申請書を添付し送信してくだ
　さい。
※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。

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

なぞ  と

謎解きを通して、
福祉や泉佐野市の知識を学ぼう！

なぞ   と とお

ふく し ち しき まないずみ　さ　の　し

ないない

こたこた

なぞなぞ

もんだいもんだい とと

とと
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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。

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

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。登録施設の依頼で作品作り等も行い
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。

サロン・ド・ボランティア

日時　令和４年３月２３日(水)、４月27日(水)
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3月26日(土)
　　　　　　　　13：00～16：00（出入り自由）
　　　　※事前申し込み不要
場所 ▶ シャッピーハウス
　　　　（泉佐野市大西1丁目16－5ライフラインプラザ1階）
対象 ▶ 市内在住の中学生以下の児童と
　　　  その保護者(未就学児は保護者同伴必須)

どなたでも参加ＯＫ！

お問い合わせ 泉佐野市社協　TEL  072-464-2259
　　　　　　　                   FAX  072-462-5400

ご興味のある方はボランティアセンターまで

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
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グループ紹介

シャッピーハ
ウスPRイベン

ト

演劇集団
サザンボイス

演劇・紙芝居・ペープサート等の大道具、小道具、
衣装等がほとんど手作りでメンバーそれぞれの
技を活かして作品を作っています。
日時：毎月第1・3木曜日
         10：00 ～15：00
場所：生涯学習センター

令和3年度
歳末助け合い運動に 846,002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（33,000）･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（13,500）･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（15,900）･元更生保護女性会（10,000）･湊町内会（10,000）･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（54,141）･佐野台小学校
（3,669）･水呑地蔵（100,000）･グループホーム泉
州（10,000）･天理教泉州分教会（30,000）･なかよ
しこども園（15,000）･りんくう総合医療センター
（7,520）･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（20,166）・南中岡本町会
（10,000）・匿名（3,000）・匿名（30,000）・歌体
操（3,000）・高松南町内会（10,000）・泉佐野市
長生会連合会（14,166）・土丸町内会（10,000）・
泉佐野茶華道連合会（20,000）・長生会ダンス部
（3,000）・あおいこども園（10,000）・南中樫井町
会（10,000）・ゲートボール部（5,287）・末広小
学校（1,988）・第一小学校（1,119）・上瓦屋ラウ
ンジ（2,641）・泉佐野市役所募金箱（11,487）・
福祉センター募金箱（1,918）

令和3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。

■令和4年度（2022年度）
　　赤い羽根共同募金の のお知らせ

シャッピーの謎解きハウス

※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。

ハウス内にある問題を解いていくと、

ある1つの答えに・・。

この謎を解くことができるかな！？

ハウス内にある問題を解いていくと、

ある1つの答えに・・。
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日時：5月17日（火）13:00～15:30
場所：泉佐野市大西１丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内
出店者募集

シャッピーハウス掘り出し市

★1区画長机１台分 (180×45 ㎝ ) あたり運営協力金　
500 円 ( 先着 8区画予定 )
★４月 8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。
★募集要項は社協公式サイト
(https：//izumisanoshakyo.or.jp) から「その他の
講座など」のページに掲載しています。
★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。
※申込書はホームページからダウンロードしていただく
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※メールの際は記入された申請書を添付し送信してくだ
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※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。

FAX/072-462-5400
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ラジオ体操

健康エクササイズ

共同募金PRイベント（会場：いこらも～る泉佐野）
・10/12（5,759）　・10/13（6,747）　・10/14（8,113）

　・いこらも～る泉佐野（会場提供）
　・大阪府立佐野支援学校（啓発ポスター制作）
　・泉佐野市社協ボランティアセンター運営委員
　・泉佐野市社協役職員

【街頭募金協力団体】

ラジオ体操第 1 と第 2 を行った後、理学療法士さん考案の
健康エクササイズを行っています。
◆◆ラジオ体操＆健康エクササイズ◆◆
【日　時】毎週 月水金　8時～8時 30分
【場　所】空連道高架下
【対　象】新長滝在住の方

鶴っ子クラブが再開されました☆
子どもたちはおもちゃで遊んだり、お母さんたちはママ友とお話し
したりと楽しい時間を過ごされています。クリスマス会など季節の
イベントもありますので、ぜひご参加ください。
優しいボランティアさんたちが待っていますよ～♪

【日　時】毎月第4金曜日　10：00～ 11：30
　　　　　※年末年始、お盆などはお休み
【場　所】鶴原町会館
【対　象】鶴原町内居住の就学前の幼児と保護者
【参加費】無料

※健康エクササイズは、新長滝カフェにて健康測定を行った人を対象に
   開催しています。

表彰

全日本空輸（株）関西空港支店（66,871）･オークワ泉佐野松
風台店（457）･エルダーケア（3,571）･清光会恵誠の里
（1,490）･上之郷こども園（3,436）･泉ヶ丘園（820）･ライフワー
クぎんなん（608）･光園（826）･（福）犬鳴山（1,980）･栄公苑（872）･特養ホライズン（94）･きちょう苑（1,506）･老健
ホライズン（589）･障がい者支援施設泉ヶ丘療護園（11,900）･りんごの樹（2,332）･ケアハウス泉佐野（1,674）･りん
くう総合医療センター（957）･なかよしこども園（6,785）・ささゆり作業所（11,565）・りんくうプレジャータウンシー
クル（374）・（福）暢楽荘（2,278）・文化振興財団（100）・イオンモール日根野店（604）・いこらも～る泉佐野
（3,898） ･（福）来友会（23,329）・青松記念病院（6,018）・ANAFESTA（株）関西店（202）・上瓦屋ラウンジ
（3,918）・アローズ泉佐野店（8,160）・市役所（9,298）・社会福祉センター（6,692）

街頭募金箱

街頭募金

（福）犬鳴山（5,000）・（福）来友会（1,500）・共同募金PRイベント（6,000）・暢楽荘（7,000）・泉佐野市部課長会
（56,000）・ 社会福祉協議会窓口（24,500）

令和３年11月25日（木）に、大阪府社会福祉大会が大阪国際交流
センターにて行われ、三小地区福祉委員会様が表彰されました。

バッジ募金

大阪府社会福祉協議会　会長表彰大阪府社会福祉協議会　会長表彰

社協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、赤崎
春代さんが令和３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。赤崎さんは長年にわたり、社協登録施設(高齢者施設、障
がい者施設等)でボランティア活動をされており、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、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、社会福祉
協議会で表彰状と記念品を会長よりお渡しさせていただきました。

厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム犬鳴山荘（10,000）・
（福）来友会　軽費老人ホーム来友館（13,500）

クオカード募金

（福）犬鳴山　特別養護老人ホーム犬鳴山荘
（10,000）・（福）来友会軽費老人ホーム来友館
（6,500）

図書カード募金 ハートフル募金
（共同募金協力型自動販売機）

社会福祉協議会（23,112）

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♪

＊＊元気は貴方を光らせる！！＊＊
健康づくり 

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。（1月時点）

継
続
は
力
！！

健
康
は
み
ん
な
で
！！

長滝地区　新長滝支部福祉委員会

＊＊子育てサロン「鶴っ子クラブ」＊＊

北中地区　鶴原支部福祉委員会
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期間 ▶ 令和4年3月16日(水)～18日（金）　9：30～21：00　（最終日は16：00まで）
場所 ▶ いこらも～る泉佐野　1階特設会場
内容 ▶ 悩みごと・心配なことの相談窓口やストレス解消法についてポスター・ちらしの展示

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

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

日時 ▶ 令和4年3月24日(木)　14：00～16：00
場所 ▶ レイクアルスタープラザ・カワサキ生涯学習センター　多目的室
対象 ▶ 市内在住・在勤者
定員 ▶ 40名（先着順）
申し込み・問い合わせ　
　　　　基幹包括支援センターいずみさの　へ電話・ＦＡＸ・メールで。
　　　　住所・氏名・連絡先を記入
　　　　TEL464-2977　FAX462-5400　
　　　　Email　kikan＠izumisanoshakyo.or.jp

令和 3 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2,651,955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）

さのトレ体操」をはじめたい団体を４月から、おおむね 5 団体
募集する予定です。
詳しくは市広報紙4月号または社協だより5月号に掲載します。

締め切り
3月18日（金）まで
受講料　無料

元町町会（25 ,0 00）･下瓦屋町内会（10,0 00）・下瓦屋南町会
（16,000）･中村町自治会（22,500）･春日町内会（23,000）・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 ,0 00）･本町町内会（25 ,0 00）･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（14,700）･羽倉崎町内会（50,000）･
高松北町会（38,000）･土丸町会（12,500）･下村町会（12,000）･栄町町内会（10,000）･
貝田町内会（20,000）･新長滝自治会（16,000）･見出住宅自治会（14,810）･母山町会
（7,800）・旭町町内会（33,000）･机場町会（6,000）･西本町町会（25,000）･上村町会
（11,000）･上町町会73,481）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松町会（11,650）･日根
野西町会（6,000）･大宮町内会（23,000） ・大宮町内会1班有志（1,500）・大宮町内会
2班有志（3,340）･高松南町内会（10,000）・高松南4班2組一同（2,000）・東上町内会
（15,500）･久ノ木町内会（3,400）･中筋町内会（3,700）･西出町内会（5,600）･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（2,800）･上瓦屋町内会（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（19,000）･湊町内会（75,000）･安松町会
（60,000）･泉陽ヶ丘自治会（21,000）･女形町会（2,800）・女形地区在住の皆様（4,800）･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（12,267）･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）･西佐野台町内会（19,800）･長滝住宅自治会（15,000）･新家町内
会（55,000）･鶴原中央住宅自治会（35,000）･笠松町内会（100,000）･市場町町会（13,749）･泉ヶ丘町内会（63,684）･
中町町内会（24,930）・幸町町内会（14,200）･松原町町会（34,500）･長滝第一住宅自治会（15,200）･長滝連合町内
会（32,000）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（107,700）・鶴原北住宅自治会（17,000）・大西町会（30,000）・南泉ヶ
丘町会（28,000）・若宮町町会（15,000）・長瀧谷栄一郎（20,000）・匿名合計（16,348）

戸別募金

長南小学校（11,358）･中央小学校（18,605）・大木小学校（5,127）・第一小学校（12,905）・日根野小学校
（12,061）・上之郷小学校（5,965）・日新小学校（7,056）・第二小学校（3,500）・北中小学校（3,036）

学校募金

（福）来友会職員（13,358）･（福）清光会和泉の里職員（20,000）･（福）清光会ゆかりの里職員（20,000） ・泉佐野市
役所職員（34,788）

職域募金

現在、２団体絶賛実施中です。
見学等お気軽にお問い合わせください。

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。

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

こころがつながる地域をめざして
～ひとりじゃないよ～

自殺対策におけるゲートキーパーとは「生きる人を支

援する人」です。

身近な人の変化に気づき、声をかけ、話を聞き、つ

なぎ見守ります。

自殺対策強化事業
ゲートキーパー養成研修

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により変更する場合があります。
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令和4年3月5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12月～令和4年1月末受付分

法人（泉佐野市社会福祉協議会）
　　　　　　　　　への寄付

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

泉佐野モラロジー事務所

200,000円

30,000円

匿名

匿名

1,000,000円

2,000円

善 意 銀 行

令和 3 年 12 月 5 日（日）、市立社会福
祉センターにて、42回目になる社協チャ
リティバザーを開催しました。
当日売上およびいただいた寄付について
は、全額、市民の地域福祉活動のため
に使わせていただきます。

社協第42回

チャリティバザーチャリティバザー

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

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Ｂ
ＢＳ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

犬鳴山温泉　不動口館、犬鳴山温泉　み奈美亭、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、大阪泉州農協、阪南青果株式会社、株式会社向新、不二製油株式会社、
バイキング左近（左近商事株式会社）、株式会社平善、明治安田生命りんくう営業所、日王株式会社、サ
ンワールド株式会社、がんこ座、株式会社リノ、射手矢 康之、右馬野 博、西願　幸雄、麻生川　敏行
（他、匿名の方々から提供頂きました）

（敬称略・順不同）

南中岡本町会（10,000）、旭町町会（10,000）、旭町福祉委員会（10,000）、新町町内会（30,000）、湊長生
会（28,000）、長滝町会役員一同（26,000）、社会福祉法人泉ヶ丘福祉会（20,000）、社会福祉法人杉の子
会（10,000）、下瓦屋長生会（10,000）、松原団地住宅自治会（10,000）・鶴原町内会（10,000）、なかよ
しこども園（10,000）、匿名（10,000）、匿名（10,000）

当日売上＆寄付合計

開催しました!

９１８，０６０円

既存の活動には参加しづらい生きづらさを感じている人
達が安心して過ごすことができる「居場所」については、
当事者の思いやニーズにあわせた多様で柔軟な受け皿が
必要です。泉佐野市社会福祉協議会では、様々な生き
づらさを感じている人たちが安心して過ごすことができ
る集いの場を開催しています。また集いの場以外にもボ
ランティア活動など様々な体験を行うことができるプロ
グラムである「縁起プロジェクト」を開始しました。
一人ひとりの生きづらさに寄り添いながら様々な機関や
資源と連携して本人の持っている力を発揮できるよう応
援します。

配布日時 ： 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）

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。

共催団体

大型商品提供者

1万円以上寄付者

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。

生きづらさを感じている人たちがほっとできる居場所
づくりがスタートしています。

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。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的
取り組み例 ほっとできる集いの場「りれーしょん」

基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

様々な生きづらさを感じている
人たちの居場所を地域につくる

行動 4

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！！




