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各お問合せ・講座の申込み▶ 基幹包括支援センターいずみさの　☎ 072-464-2977　

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。

令和4年9月10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

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

りんくう野外文化音楽堂

日時：令和４年９月24日(土)　午後２時～３時30分
場所：泉佐野市社会福祉センター　大会議室
対象：市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）

認知症に関する図書や、認知症ケアパス（認知症に関する支援の情報が掲載したテキスト）等を
設置しています。この機会にどうぞ、ご覧ください。期間：９月１日( 木 )～９月30日( 金 )

「認知症の正しい理解」 　　リョーヤ コマツクリニック  院長 　     小松　良哉氏
「知っておきたい薬のお話」   ニューロン薬局高松店       薬剤師       西　　直香氏
「今から始める認知症予防」   羽原病院　       　　　   作業療法士  中野　正俊氏 等

2025 年には高齢者の５人に１人が、認知症になると推計され、認
知症は誰にでもなる可能性があります。認知症になっても住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるように、日頃から認知症に関心
をもつことが大切です。認知症について理解を深めてみませんか？

番匠谷紗衣さんご出演地域ボランティア活動ＰＲ動画はこ
ちらの泉佐野市社協公式 YouTubeチャンネルから♪

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。

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
・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

コンセプトは、『やさしい気持ちの始まりの場所』。こども
から高齢者までが楽しめる空間をつくる音楽フェスとして
生の素敵な音楽とふくしに触れるきっかけをつくります。

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。

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。

Fill RECO FES 2022とは…

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

https://izumisanoshakyo.or.jp

認知症市民
公開講座　

認知症初期
集中支援チー

ム

内容・講師

対象となる人は？ どんな支援が受けられるの？

申込：
９月１日より開始

WAOいずみさの

10月1日より
赤い羽根共同募金運動が
始まります!

「いきいきサポートいずみさの」への相談をご活用ください！

泉佐野市立中央図書館にて「認知症コーナー」を設けています！

知って安心！認知症

９月は、アルツハイマー（認知症）月間です　

Fill RECO FES 2022にて
赤い羽根共同募金　
ブースを出展します!!

Fill RECO FES 2022にて
赤い羽根共同募金　
ブースを出展します!!

認知症への理解を深める講座や、認知症に関する取組みをご紹介します。

認知症になっても

住み慣れた地域で

安心して暮らせる
ように

忘れても   　安心して  　穏やかに暮らせる街 いずみさの忘れても   　安心して  　穏やかに暮らせる街 いずみさの

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。

　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次計画（令和3年度～８年度）

2022 年
記念バッジデザイン

日　時：2022年 10月29日
　　　　開場11：00　開始12：00　終了18：00
場　所：りんくう野外文化音楽堂
入場料：無料（申し込み不要）

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

行動2

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。

泉佐野市ＰＲ大使を務めるシンガーソングライター番匠谷
紗衣さん主催の音楽イベント「Fill RECO FES（フィルレ
コフェス）2022」に、赤い羽根共同募金のブースを出展
します !!ブースでは共同募金に関する展示のほか、ガチャ
ガチャ募金やFill RECO FES限定のコラボグッズ販売（売
り上げが募金になります）を実施予定です！親子でブース
にお越しいただいた方には、お子様に風船のプレゼント
も予定しておりますので、ぜひお越しくださいね！

番匠谷紗衣さん

お問い合わせ ▶ サウンドクリエーター
TEL　06-6357-4400（平日12：00～15：00※祝日除く）
メールでのお問い合わせ
         https://www.sound-c.co.jp/contact/
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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。

※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。

来場された方に
お菓子のプレゼント♪
来場された方に
お菓子のプレゼント♪日時：10月20日（木）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

シャッピーハウス掘り出
し市 好評につき今年度 2回目の開催！入場無料のフリーマーケット

です。ハンドメイド作品やリサイクル品等の物品販売を予定
しています。ぜひお立ち寄りください！

開催します！

※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予め
ご了承ください。

配布日時：9月10日（土）午前10時～11時
　　　　 10月15日（土）午前10時～11時
配布場所：シャッピーハウス
                 （泉佐野市大西1丁目16-5）

予約不要

相談無料 秘密厳守

●第1.2.3.5月曜日　13：00～15：30
　場所　社会福祉センター2Ｆ
　　　　（泉佐野市中庄1102）

（開所日） 
●第4　月曜日　13：00～15：30
　場所　シャッピーハウス
　　　　（泉佐野市大西1丁目16‐5）

問い合わせ先
　地域福祉グループ
　tel 072－464－2259

問い合わせ先
　　　泉佐野市社会福祉協議会
　　　tel 072－464－2259

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
興味の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9月28日(水)、10月26日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター2階　大会議室

申し込み
お問い合わせ

TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400
メール　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp泉佐野市社協ボランティアセンター

ご興味のある方はボランティアセンターまで

ボランティア
グループ紹介 泉佐野市

食生活改善
推進協議会

私たちの健康は「私たちの手で」を合言葉に自分
の健康や家族・地域の健康をサポートするため、
生活習慣の改善、減塩推進等の活動をしています。
また、食育推進運動として子どもたちに食の大切
さ、食べる喜び等、食を通じて生きる力を育む健
康づくりを推進しています。
活動してくれる方、活動依頼を募集しています！

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

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）

※先着50名様
(おひとりにつき1個まで)
無くなり次第終了

お問合せ　総務グループ掘り出し市担当まで
TEL　072-464-2259　FAX　072-462-5400

令和4年　第2回

泉佐野市内で暮らしている外国人を対象に、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。

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、現状の状
　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。前もって利用券を
　お買い求めいただきます。

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！！

あなたに寄り添う　心配ごと相談所

ご利用の流れ
困
っ
た
と
き
は

お
た
が
い
さ
ま
！

「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。

協力会員（有償）も募
集中です！
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9月14日（水）　14：00～15：30
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
市内在住・在勤の人
坂口　幸弘さん（関西学院大学　人間福祉学部　人間科学科　教授）
50人（先着順）

善意銀行寄託 令和4年6月～令和4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

社会福祉法人　清和こども園

大阪信用金庫泉佐野支店

匿名

日　時　10月7日(金)　10：00～
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

※社会情勢により、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。

200,000円

10,000円

食料　22点

ランドセル1点

善 意 銀 行

災害ボランティア
事前登録事業のご案内

講演会

パネル展示

同時開催

問合せ先　ボランティアセンター　TEL　072-464-2259　FAX072-462-5400

申込・お問合せ先　ボランティアセンター
TEL072-464-2259　FAX　072-462-5400
Mail　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp

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。

ボランティア活動
説明会

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。

○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の運営スタッフ

★事前登録者にお願いしたい活動内容例
死別の悲しみに向き合う死別の悲しみに向き合う

～グリーフケアとはなにか～

一人で悩まず相談を一人で悩まず相談を

個別相談個別相談

★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）

窓口で随時受付していますが、登録受付時に担当から事前登録についての

説明を行いますので、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。

※活動する際は、ボランティア保険に加入していただきます。

登録いただける方

登録申込み

〈日　時〉
〈場　所〉
〈対　象〉
〈講　師〉
〈定　員〉

9月27日（火）～29日（木）　10：00～17：00
　　　※最終日は16：00まで
イオンモール日根野　であいの広場　多目的室

〈日　時〉

〈場　所〉

9月27日（火）　10：00～12：00
9月29日（木）　13：00～16：00
イオンモール日根野　であいの広場　多目的室
新型コロナウイルス感染症の影響で
経済的な心配や不安のある人

〈日　時〉

〈場　所〉
〈対　象〉

受講料
無料

相談
無料

申し込み 9月12日（月）までに電話、FAX、Eメールで
氏名・住所・連絡先・参加動機を記入し
基幹包括支援センターいずみさの
　　電話：072-464-2977　FAX：072-462-5400
　　MAIL ： kikan＠izumisanoshakyo.or.jp    へ
※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。

※予約不要　直接会場へお越しください。

問い合わせ　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　電話：072-464-2977

善意のご厚志、ありがとうございました。

大切な人を亡くした悲しみは様々なストレスとなり、
心身の不調をもたらします。グリーフケアを学ぶこ
とでつらい心と身体を癒すことにつながります。

新型コロナウイルス感染症拡大で心配ごとや不安な
ことが増えています。あなたの悩みごとの相談窓口
やストレス解消法をパネルでご紹介します。
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お申し込み・問合せ　　社会福祉センター　072-464-2563

長生会連合会では様々なクラブ活動を
しています。活動するには対象要件があ
りますので、興味・関心のある方はお
問い合わせください。

※会場の都合により実施日、時間等変更のある場合があります。※コロナウイルス感染状況により、中止等がございます。

健康マージャン部はたくさんの方で賑わっています 囲碁部は別館教養娯楽室で活動しています

囲　碁　部
将　棋　部
民　踊　部
詩　吟　部

カラオケ部

ダンス部
大正琴部
体　操　部

ゲートボール部
グラウンドゴルフ部

歌体操部
華　道　部

シニアソロバン部

健康マージャン部

月～土曜日
月～土曜日
月曜日
第２・４木曜日
火曜日
水曜日
第１・２・４木曜日
第１・３木曜日
火・木・土曜日
雨天以外毎日
水曜日
第１水曜日・第３火曜日
第１・３土曜日
第２・４木曜日
月曜日、第１・３・4水曜日、
金曜日

１３時～１６時
 １３時～１６時
 9時～１２時
 １０時～１２時
 9時～15時 
 9時～12時
 １３時～１６時
 １３時～１５時
 ９時半～１０時半
 場所により午前・午後
 ９時～１１時
 １３時半～１４時半
 １０時～１２時
 １３時半～１５時

 １３時～１６時

別館教養娯楽室
別館教養娯楽室
２階大広間
２階大広間

２階大広間

２階大会議室
２階大広間
２階大会議室
湊・中庄・日根野
 末広公園グラウンド
２階大会議室
２階大広間
２階大広間

２階大広間

ク ラ ブ 名 曜　日 時　間 会　場

10/31( 金 ) 午後、
社会福祉センター2階大会議室にて
「介護予防講座」を開催します！
詳しくは市広報 10月号に掲載します。
ぜひ、おこし下さい！

泉佐野市生活援助サービス従事者研修受講生 募集！
ヘルパーの
新しい資格を

取得してみませんか？

日　時 ： 令和4年10月4日(火)・12日(水)・19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　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等）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９月5日（月）～９月20日（火）
　◇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

※下記の５つの要件をみたす団体
・体操する場所を自分たちで確保できる
・動画（DVD）を映す機器を準備できる
・1人がけの背もたれつきのいす（人数分）を用意
・週1回以上かつ6カ月以上継続して体操ができる
・毎回おおむね5人以上（うち65歳の方が半数以
上）　参加できる

体操に使う DVD の貸し出しや体操の専門家を
派遣、運動手帳の配付他。
まずは団体の代表者を決めて、基幹包括支援セ
ンターいずみさのへ相談・申し込みください。
DVD の貸出や体操の指導など立ち上げの相談
等打ち合わせを行います。

長生会連合会 
趣味のクラブ 会員募集 しています

予告

定員30名 
応募者多数の場合は抽選

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）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

理学療法士と作業療法士の協力のもと、「さのトレ体操」のDVDを作成しました。手
軽にタオルを使い、介護に負けない体力づくりとフレイルの予防効果のある筋力トレ
ーニングと脳トレもできます！

Welcome
!

Welcome
!

「さのトレ体操」を始めたい団体を
　　　　　　　　　　　　募集します！

地域で
「さのトレ体操」
やってます！

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

基幹包括支援センターいずみさの
　  TEL 072-464-2977

相　談
申込先 ※新型コロナ感染状況により開催中止または延期になる場合もあります。

週1回運動するのは良い。頭
の体操になる！皆と会えて楽し
い！心も体も元気をもらえる！

みんなでわきあいあいと楽しく
やっています！長く体操を続け
たい！毎週来るのが楽しみ！

毎週みんなの顔が見られて嬉
しい。体を動かした後は気持ち
が良い。休まず頑張ってます！

泉陽ヶ丘自治会館
毎週金曜日午前 10時半～

鶴原中央住宅集会所
毎週水曜日午前 10時～

母山公民館
毎週土曜日午後２時～

少しでも興味があればお電話ください！説明にお伺いします！

【募集する団体】

【次の支援をします】
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お申し込み・問合せ　　社会福祉センター　072-464-2563

長生会連合会では様々なクラブ活動を
しています。活動するには対象要件があ
りますので、興味・関心のある方はお
問い合わせください。

※会場の都合により実施日、時間等変更のある場合があります。※コロナウイルス感染状況により、中止等がございます。

健康マージャン部はたくさんの方で賑わっています 囲碁部は別館教養娯楽室で活動しています
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 ９時半～１０時半
 場所により午前・午後
 ９時～１１時
 １３時半～１４時半
 １０時～１２時
 １３時半～１５時

 １３時～１６時

別館教養娯楽室
別館教養娯楽室
２階大広間
２階大広間

２階大広間

２階大会議室
２階大広間
２階大会議室
湊・中庄・日根野
 末広公園グラウンド
２階大会議室
２階大広間
２階大広間

２階大広間

ク ラ ブ 名 曜　日 時　間 会　場

10/31( 金 ) 午後、
社会福祉センター2階大会議室にて
「介護予防講座」を開催します！
詳しくは市広報 10月号に掲載します。
ぜひ、おこし下さい！

泉佐野市生活援助サービス従事者研修受講生 募集！
ヘルパーの
新しい資格を

取得してみませんか？

日　時 ： 令和4年10月4日(火)・12日(水)・19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　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等）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９月5日（月）～９月20日（火）
　◇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

※下記の５つの要件をみたす団体
・体操する場所を自分たちで確保できる
・動画（DVD）を映す機器を準備できる
・1人がけの背もたれつきのいす（人数分）を用意
・週1回以上かつ6カ月以上継続して体操ができる
・毎回おおむね5人以上（うち65歳の方が半数以
上）　参加できる

体操に使う DVD の貸し出しや体操の専門家を
派遣、運動手帳の配付他。
まずは団体の代表者を決めて、基幹包括支援セ
ンターいずみさのへ相談・申し込みください。
DVD の貸出や体操の指導など立ち上げの相談
等打ち合わせを行います。

長生会連合会 
趣味のクラブ 会員募集 しています

予告

定員30名 
応募者多数の場合は抽選

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）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

理学療法士と作業療法士の協力のもと、「さのトレ体操」のDVDを作成しました。手
軽にタオルを使い、介護に負けない体力づくりとフレイルの予防効果のある筋力トレ
ーニングと脳トレもできます！

Welcome
!

Welcome
!

「さのトレ体操」を始めたい団体を
　　　　　　　　　　　　募集します！

地域で
「さのトレ体操」
やってます！

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

基幹包括支援センターいずみさの
　  TEL 072-464-2977

相　談
申込先 ※新型コロナ感染状況により開催中止または延期になる場合もあります。

週1回運動するのは良い。頭
の体操になる！皆と会えて楽し
い！心も体も元気をもらえる！

みんなでわきあいあいと楽しく
やっています！長く体操を続け
たい！毎週来るのが楽しみ！

毎週みんなの顔が見られて嬉
しい。体を動かした後は気持ち
が良い。休まず頑張ってます！

泉陽ヶ丘自治会館
毎週金曜日午前 10時半～

鶴原中央住宅集会所
毎週水曜日午前 10時～

母山公民館
毎週土曜日午後２時～

少しでも興味があればお電話ください！説明にお伺いします！

【募集する団体】

【次の支援をします】
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9月14日（水）　14：00～15：30
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
市内在住・在勤の人
坂口　幸弘さん（関西学院大学　人間福祉学部　人間科学科　教授）
50人（先着順）

善意銀行寄託 令和4年6月～令和4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

社会福祉法人　清和こども園

大阪信用金庫泉佐野支店

匿名

日　時　10月7日(金)　10：00～
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

※社会情勢により、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。

200,000円

10,000円

食料　22点

ランドセル1点

善 意 銀 行

災害ボランティア
事前登録事業のご案内

講演会

パネル展示

同時開催

問合せ先　ボランティアセンター　TEL　072-464-2259　FAX072-462-5400

申込・お問合せ先　ボランティアセンター
TEL072-464-2259　FAX　072-462-5400
Mail　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp

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。

ボランティア活動
説明会

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。

○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の運営スタッフ

★事前登録者にお願いしたい活動内容例
死別の悲しみに向き合う死別の悲しみに向き合う

～グリーフケアとはなにか～

一人で悩まず相談を一人で悩まず相談を

個別相談個別相談

★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）

窓口で随時受付していますが、登録受付時に担当から事前登録についての

説明を行いますので、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。

※活動する際は、ボランティア保険に加入していただきます。

登録いただける方

登録申込み

〈日　時〉
〈場　所〉
〈対　象〉
〈講　師〉
〈定　員〉

9月27日（火）～29日（木）　10：00～17：00
　　　※最終日は16：00まで
イオンモール日根野　であいの広場　多目的室

〈日　時〉

〈場　所〉

9月27日（火）　10：00～12：00
9月29日（木）　13：00～16：00
イオンモール日根野　であいの広場　多目的室
新型コロナウイルス感染症の影響で
経済的な心配や不安のある人

〈日　時〉

〈場　所〉
〈対　象〉

受講料
無料

相談
無料

申し込み 9月12日（月）までに電話、FAX、Eメールで
氏名・住所・連絡先・参加動機を記入し
基幹包括支援センターいずみさの
　　電話：072-464-2977　FAX：072-462-5400
　　MAIL ： kikan＠izumisanoshakyo.or.jp    へ
※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。

※予約不要　直接会場へお越しください。

問い合わせ　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　電話：072-464-2977

善意のご厚志、ありがとうございました。

大切な人を亡くした悲しみは様々なストレスとなり、
心身の不調をもたらします。グリーフケアを学ぶこ
とでつらい心と身体を癒すことにつながります。

新型コロナウイルス感染症拡大で心配ごとや不安な
ことが増えています。あなたの悩みごとの相談窓口
やストレス解消法をパネルでご紹介します。
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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。

※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。

来場された方に
お菓子のプレゼント♪
来場された方に
お菓子のプレゼント♪日時：10月20日（木）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

シャッピーハウス掘り出
し市 好評につき今年度 2回目の開催！入場無料のフリーマーケット

です。ハンドメイド作品やリサイクル品等の物品販売を予定
しています。ぜひお立ち寄りください！

開催します！

※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予め
ご了承ください。

配布日時：9月10日（土）午前10時～11時
　　　　 10月15日（土）午前10時～11時
配布場所：シャッピーハウス
                 （泉佐野市大西1丁目16-5）

予約不要

相談無料 秘密厳守

●第1.2.3.5月曜日　13：00～15：30
　場所　社会福祉センター2Ｆ
　　　　（泉佐野市中庄1102）

（開所日） 
●第4　月曜日　13：00～15：30
　場所　シャッピーハウス
　　　　（泉佐野市大西1丁目16‐5）

問い合わせ先
　地域福祉グループ
　tel 072－464－2259

問い合わせ先
　　　泉佐野市社会福祉協議会
　　　tel 072－464－2259

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
興味の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9月28日(水)、10月26日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター2階　大会議室

申し込み
お問い合わせ

TEL 072-464-2259  FAX 072-462-5400
メール　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp泉佐野市社協ボランティアセンター

ご興味のある方はボランティアセンターまで

ボランティア
グループ紹介 泉佐野市

食生活改善
推進協議会

私たちの健康は「私たちの手で」を合言葉に自分
の健康や家族・地域の健康をサポートするため、
生活習慣の改善、減塩推進等の活動をしています。
また、食育推進運動として子どもたちに食の大切
さ、食べる喜び等、食を通じて生きる力を育む健
康づくりを推進しています。
活動してくれる方、活動依頼を募集しています！

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

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）

※先着50名様
(おひとりにつき1個まで)
無くなり次第終了

お問合せ　総務グループ掘り出し市担当まで
TEL　072-464-2259　FAX　072-462-5400

令和4年　第2回

泉佐野市内で暮らしている外国人を対象に、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。

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、現状の状
　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。前もって利用券を
　お買い求めいただきます。

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！！

あなたに寄り添う　心配ごと相談所

ご利用の流れ
困
っ
た
と
き
は

お
た
が
い
さ
ま
！

「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。

協力会員（有償）も募
集中です！
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各お問合せ・講座の申込み▶ 基幹包括支援センターいずみさの　☎ 072-464-2977　

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。

令和4年9月10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

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

りんくう野外文化音楽堂

日時：令和４年９月24日(土)　午後２時～３時30分
場所：泉佐野市社会福祉センター　大会議室
対象：市内在住・在勤・在学の方（中学生以上）

認知症に関する図書や、認知症ケアパス（認知症に関する支援の情報が掲載したテキスト）等を
設置しています。この機会にどうぞ、ご覧ください。期間：９月１日( 木 )～９月30日( 金 )

「認知症の正しい理解」 　　リョーヤ コマツクリニック  院長 　     小松　良哉氏
「知っておきたい薬のお話」   ニューロン薬局高松店       薬剤師       西　　直香氏
「今から始める認知症予防」   羽原病院　       　　　   作業療法士  中野　正俊氏 等

2025 年には高齢者の５人に１人が、認知症になると推計され、認
知症は誰にでもなる可能性があります。認知症になっても住み慣れ
た地域で安心して暮らし続けられるように、日頃から認知症に関心
をもつことが大切です。認知症について理解を深めてみませんか？

番匠谷紗衣さんご出演地域ボランティア活動ＰＲ動画はこ
ちらの泉佐野市社協公式 YouTubeチャンネルから♪

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。

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
・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

コンセプトは、『やさしい気持ちの始まりの場所』。こども
から高齢者までが楽しめる空間をつくる音楽フェスとして
生の素敵な音楽とふくしに触れるきっかけをつくります。

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。

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。

Fill RECO FES 2022とは…

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

https://izumisanoshakyo.or.jp

認知症市民
公開講座　

認知症初期
集中支援チー

ム

内容・講師

対象となる人は？ どんな支援が受けられるの？

申込：
９月１日より開始

WAOいずみさの

10月1日より
赤い羽根共同募金運動が
始まります!

「いきいきサポートいずみさの」への相談をご活用ください！

泉佐野市立中央図書館にて「認知症コーナー」を設けています！

知って安心！認知症

９月は、アルツハイマー（認知症）月間です　

Fill RECO FES 2022にて
赤い羽根共同募金　
ブースを出展します!!

Fill RECO FES 2022にて
赤い羽根共同募金　
ブースを出展します!!

認知症への理解を深める講座や、認知症に関する取組みをご紹介します。

認知症になっても

住み慣れた地域で

安心して暮らせる
ように

忘れても   　安心して  　穏やかに暮らせる街 いずみさの忘れても   　安心して  　穏やかに暮らせる街 いずみさの

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。

　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次計画（令和3年度～８年度）

2022 年
記念バッジデザイン

日　時：2022年 10月29日
　　　　開場11：00　開始12：00　終了18：00
場　所：りんくう野外文化音楽堂
入場料：無料（申し込み不要）

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

行動2

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。

泉佐野市ＰＲ大使を務めるシンガーソングライター番匠谷
紗衣さん主催の音楽イベント「Fill RECO FES（フィルレ
コフェス）2022」に、赤い羽根共同募金のブースを出展
します !!ブースでは共同募金に関する展示のほか、ガチャ
ガチャ募金やFill RECO FES限定のコラボグッズ販売（売
り上げが募金になります）を実施予定です！親子でブース
にお越しいただいた方には、お子様に風船のプレゼント
も予定しておりますので、ぜひお越しくださいね！

番匠谷紗衣さん

お問い合わせ ▶ サウンドクリエーター
TEL　06-6357-4400（平日12：00～15：00※祝日除く）
メールでのお問い合わせ
         https://www.sound-c.co.jp/contact/


