
（ 8 ） 泉佐野市社協だより
泉佐野市

2022.11
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）

88

〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

令和4年11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

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4年8月～令和4年9月末受付分

社協公式
YouTubeチャンネル

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

泉佐野サマースクール実行委員会

新池中学校区地域教育協議会　有志ノ会

200,000円

140,218円

10,000円

善 意 銀 行

※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な
どを実施いたします。

社協第43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3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・（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

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・（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、大阪泉州農業共同組合、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）

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

チャリティバザーチャリティバザー

泉佐野市社協公式 YouTube チャンネルで
は、泉佐野市で活躍されているボランティア
さんの活動紹介動画を配信しています！魅力
がたっぷり詰まっていますのでぜひチェックし
てみてください！
また、令和４年７月１０日に開催しました、第９
回泉佐野市社協「ボランティアフェスティバ
ル」のオンライン配信動画を公開しておりま
すので、ぜひご覧ください！

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（社協）
★ひとり暮らし高齢者交流会関係（民児協）
★ひとり暮らし高齢者年賀はがき（民児協）など

福祉センターにて募金箱を設置しています
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◀ボランティアフェス
ティバルオンライン
配信の1コマ

▲16 種類の活動紹介動画があります！

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。

https://izumisanoshakyo.or.jp

令和4年１２月11日（日）
１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

★募集している金品

★提供物品受付期間

共催団体

第42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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「泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワーク」と「泉佐野市認知症高齢者等個人賠償責任保険」の
申請窓口・問合先／基幹包括支援センターいずみさの　☎ 072-464-2977　

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、警察への届出とともに、協力機関等と一緒
に早期発見を可能にする仕組みです。高齢者の安全と
ご家族の安心をサポートするものです。

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。なお、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。

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活することができるように・・・
「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」をご案内します！

登録方法

保険適用される例

申込方法保険加入の対象者

補償内容

実際に
発生したら・・

発見されたら・・

　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。

サロン・ド・
ボランティア

日時　令和4年11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

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

見学希望の方、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

手話サークル
いちょう

泉佐野市聴言障害者部会の方たちとともに「ろう
あ運動」をしています。
手話を覚えてみたい、手話でおしゃべりしてみたい
方を募集しています。

オ
ン
ラ
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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(火)～１１月２５日(金)まで
　　　　　　　　　　　　(定員に達し次第受付終了)
申込期間・・１１月１日(火)～１１月２５日(金)まで
　　　　　　　　　　　　(定員に達し次第受付終了)

申込方法・・参加申込書を提出してください。申込方法・・参加申込書を提出してください。

定員　120名まで（先着順）定員　120名まで（先着順）

対象対象

内容内容 プログラム(１時間制とさせていただきます。)プログラム(１時間制とさせていただきます。)

感染症対策のため、同プログラムを2回に分けて
実施します。

１８歳未満の市内在住で
・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

※始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。

参加申込書はHPに掲載しています。
URL　https://izumisanoshakyo.or.jp
来所提出かメールまたはFAXにて提出してください。
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

泉佐野市徘徊高齢者等
ＳＯＳネットワークとは
泉佐野市徘徊高齢者等
ＳＯＳネットワークとは

泉佐野市認知症高齢者等
個人賠償責任保険とは
泉佐野市認知症高齢者等
個人賠償責任保険とは

もしもに備えて！！

社  協
ふれあい
クリスマス会

社  協
ふれあい
クリスマス会

令和4年１２月17日（土）

参加費
無　料

13：20～14：20
15：00～16：00 いずれか

Merry Chris tmas

申請窓口は、基幹包括支援センターいずみさのです。登録には
次の書類が必要となります。
①登録票と利用申出書（同意書）（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）
③印鑑

・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等

加入受付窓口は、基幹包括支援センターいずみさのです。
加入には次の書類が必要となります。
加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
（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）
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）

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
認知症の診断を受けている方（診断書の提出がある方、
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）
泉佐野市に住所のある満 40歳以上の方

泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出し、受理番号が書いている紙を受け取り、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。（※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。）
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ないます。）

　本人確認を行ったご家族は、泉佐野警察署・基幹包括支援センターいずみさのへ連絡をく
ださい。発見された情報を協力機関・協力員へ配信し、情報の削除を行います。
＜もし徘徊しているかも知れない人を発見したら・・・＞
　その人を驚かせないように、正面からゆっくりと声をかけ、安全な場所へ移動させてください。
合わせて、泉佐野警察署へ連絡をお願いします。

①

②

③

個人賠償責任保険（上限3億円）※示談交渉サービス付き

①

②

①

②
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対象となる人は？

話し合おう

老後の希望

認知症初期集中支援チーム
（いきいきサポートいずみさの）をご存じですか？

認知症初期集中支援チーム
（いきいきサポートいずみさの）をご存じですか？

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します。

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

どんな支援が受けれるの？

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。

認知症は早期発見・早期対応が大切です。
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

ご相談・問合先/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。

人生会議の
話し合いの
進め方（例）

●日　時　11月18日(金)　
　　　　　　　午後2時00分～午後3時30分
●場　所　市立社会福祉センター２階大会議室
●申　込　参加希望者は11月11日（金）までに
　　　　　　下記の問い合わせ先へご連絡ください
●問 合 先
　　泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ
　　　　　　TEL：464-2259　FAX：462-5400

地域住民が集える居場所・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♪

民間福祉活動の方向性をとりまとめたものである「第 3 次泉佐野市地域福祉活動計画」で
は、地域福祉の目指すべき方向性として、「自分らしく生き、チャレンジできる地域をつくろう」
を基本的目標の１つとして掲げています。
医療や介護が必要な状態になっても、「自分らしく生きる」ことを実現するため、元気なう
ちから自分が希望する医療や介護について考え、身近な人と話し合っておくことが大切です。

もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、
共有する取り組みを「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。
あなたの心身の状態に応じて、かかりつけ医等からあなたや家族等へ適切な情報の提供と
説明がなされることが重要です。
このような取り組みは個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。知りたくない、
考えたくない方への十分な配慮が必要です。

活動実施主体連絡会

11月11日は「いい介護の日」　11月30日は「人生会議の日」

▶内　　容　地域交流カフェ活動を運営されている方の
　　　　　　ご講演
　　　　　　カフェ活動についての情報共有・交流など
▶参加対象　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・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、
　　　　　　　営利目的ではない

参加無料

小ざくらネット公式LINEはコチラ

小ざくらネット（二小地区福祉委員会）は
＠LINEアカウントを開設し、子育てサロンな
ど地域活動を広報しています。興味・関心の
ある方は是非、ご覧ください♪

活動主体同士が情報交換できる場として、左部のよう
な「地域交流カフェ活動実施主体連絡会」等を開催し、
情報共有や情報交換の場としています。

あなたが大切にして
いることは何ですか？

あなたが信頼できる
人は誰ですか？
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チームと話し合いましたか？
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心身の状態に応じて意思は変化することがある
ため、何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。

メッセージノートは、泉佐野市社協のホームぺージで全文ダウンロー
ドが可能です。また窓口でもメッセージノートを配布しています。
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        地域のつなが
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        地域のつなが
り♪

小ざくらネット世代間交流活動

二小地区

　今年の７月に開催された小ざくらネット（二小地区福祉委
員会）の世代間交流活動を紹介します。世代間交流活動と
は子ども世代・親世代・高齢者世代など複数の世代が一同
に会して交流する活動のことを言います。核家族化が進む
中、子どもと高齢者の交流の場を設けることは地域の絆づ
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　今回の活動は山陽製紙株式会社さんと山崎さんのご協力
もあり、89 名の賑やかな活動となりました。プログラム内
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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。

日頃から近隣住民同士がお互いに気にかけ合える地域づくり
を進めながら、身近な地域において住民同士がつながること
ができる見守り活動や、住民主体による交流や居場所づくり
の活動を継続、拡充していく方向で進めています。

第3次計画（令和3年度～８年度）
基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

住民同士の支え合い活動の推進行動1

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。

地域住民同士が出会い交流ができる場をひろげる

ＡＣＴＩＯＮ
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対象となる世帯

対象とならない世帯

月1回、おしゃべりや、ゲーム・読書
など、好きなことをして過ごしています。

社協の畑（ぷらっとファーム）で季節
の野菜を育てています。

不登校・ひきこもり・発達障害・性的マイノリティ
等の当事者、経験者により発足した「一般社団
法人ひきこもりUX 会議」さんと、「ひきこもり」
の当事者同士、ご家族・支援関係者同士がリラッ
クスして出会い、対話や交流をするラウンジ（休
憩室・談話室）を開催します。
詳しくは次号（1月号）でお知らせします。

　　
　
　　　　　０７２－４６４－２９７７

利用できる方 泉佐野市在住の方
活動の見学もできます。お気軽にお問合せください。

（令和 5年1月19日（木）泉の森ホール）

連絡・問合せ先

活動の一部紹介

基幹包括支援センターいずみさの

配布日時：11月12日（土）午前10時～11時
　　　　  12月10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）

予告

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

令和4年8月31日（水）午後２時～4時　市立社会福祉センター
で「ひきこもりからの回復支援～本人や家族、関わる人のために～」
というタイトルでひきこもり講演会を実施し、52名の方にご参加いただき
ました。
　第１部では、和歌山大学名誉教授・ＮＰＯ法人ヴィダ・リブレ理事長の
宮西照夫氏より、ひきこもりの現状と支援についてご講演いただき、第2部
では当事者の方から体験談をお話いただきました。
　第1部・第2部ともに「ひきこもりの回復過程における安心できる居場所
や仲間の重要性」を学ばせていただきました。本会としても、下記の取り組
みなどを通して支援を広げていきます。

縁起プロジェクト
 スタートしています

ひきこもりUXラウンジ
開催します

https://izumisanoshakyo.or.jp/organization/engi/

泉佐野市社会福祉協議会では、生きづらさを感じている方や、ひきこ
もりがちな方を対象に、ゆるやかな交流の場づくりを行っています。
「人と関わるのは苦手」「疲れやすく、仕事が続かない」「自分に自信
がない」など一人でぐるぐると悩むことはありませんか？縁起プロジェ
クトでは、新たな人との出会いやつながり（＝ご縁）を通して、「ここ
に来るとほっとする」「自分はこのままでいい」と思える居場所づくり
を目指しています。
活動を強制することはありません。人と出会い、つながることで、新
たな自分発見や他者理解を深めませんか？

ひきこもり講演会
           実施しました

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。

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！！

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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対象となる人は？

話し合おう

老後の希望

認知症初期集中支援チーム
（いきいきサポートいずみさの）をご存じですか？

認知症初期集中支援チーム
（いきいきサポートいずみさの）をご存じですか？

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します。

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

どんな支援が受けれるの？

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。

認知症は早期発見・早期対応が大切です。
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

ご相談・問合先/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。

人生会議の
話し合いの
進め方（例）

●日　時　11月18日(金)　
　　　　　　　午後2時00分～午後3時30分
●場　所　市立社会福祉センター２階大会議室
●申　込　参加希望者は11月11日（金）までに
　　　　　　下記の問い合わせ先へご連絡ください
●問 合 先
　　泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ
　　　　　　TEL：464-2259　FAX：462-5400

地域住民が集える居場所・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♪

民間福祉活動の方向性をとりまとめたものである「第 3 次泉佐野市地域福祉活動計画」で
は、地域福祉の目指すべき方向性として、「自分らしく生き、チャレンジできる地域をつくろう」
を基本的目標の１つとして掲げています。
医療や介護が必要な状態になっても、「自分らしく生きる」ことを実現するため、元気なう
ちから自分が希望する医療や介護について考え、身近な人と話し合っておくことが大切です。

もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、
共有する取り組みを「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。
あなたの心身の状態に応じて、かかりつけ医等からあなたや家族等へ適切な情報の提供と
説明がなされることが重要です。
このような取り組みは個人の主体的な行いによって考え、進めるものです。知りたくない、
考えたくない方への十分な配慮が必要です。

活動実施主体連絡会

11月11日は「いい介護の日」　11月30日は「人生会議の日」

▶内　　容　地域交流カフェ活動を運営されている方の
　　　　　　ご講演
　　　　　　カフェ活動についての情報共有・交流など
▶参加対象　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・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、
　　　　　　　営利目的ではない

参加無料

小ざくらネット公式LINEはコチラ

小ざくらネット（二小地区福祉委員会）は
＠LINEアカウントを開設し、子育てサロンな
ど地域活動を広報しています。興味・関心の
ある方は是非、ご覧ください♪

活動主体同士が情報交換できる場として、左部のよう
な「地域交流カフェ活動実施主体連絡会」等を開催し、
情報共有や情報交換の場としています。

あなたが大切にして
いることは何ですか？

あなたが信頼できる
人は誰ですか？

信頼できる人や医療・ケア
チームと話し合いましたか？

話し合いの結果を大切な人た
ちに伝えて共有しましたか？

心身の状態に応じて意思は変化することがある
ため、何度でも繰り返し考え、話し合いましょう。

メッセージノートは、泉佐野市社協のホームぺージで全文ダウンロー
ドが可能です。また窓口でもメッセージノートを配布しています。
どのように医療・介護を受けたいかを考える際のツールとしてご活用
ください。

地域交
流カフェ

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♪

小ざくらネット世代間交流活動

二小地区

　今年の７月に開催された小ざくらネット（二小地区福祉委
員会）の世代間交流活動を紹介します。世代間交流活動と
は子ども世代・親世代・高齢者世代など複数の世代が一同
に会して交流する活動のことを言います。核家族化が進む
中、子どもと高齢者の交流の場を設けることは地域の絆づ
くりや、知識の伝承を図る大切な活動です。
　今回の活動は山陽製紙株式会社さんと山崎さんのご協力
もあり、89 名の賑やかな活動となりました。プログラム内
容は山陽製紙株式会社さんによる紙すき体験と山崎さんに
よる昔遊び体験の２つのブースがありました。
　参加いただいた保護者からは「普段体験できない遊びを
子どもに体験させてあげたくて。夏休みのいい思い出になり
ました。」という嬉しい声がありました。紙すきも昔遊びの
どちらも参加者全員が夢中となって楽しまれていました。

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。

日頃から近隣住民同士がお互いに気にかけ合える地域づくり
を進めながら、身近な地域において住民同士がつながること
ができる見守り活動や、住民主体による交流や居場所づくり
の活動を継続、拡充していく方向で進めています。

第3次計画（令和3年度～８年度）
基本目標 2▶ つながり支え合う地域をつくろう

住民同士の支え合い活動の推進行動1

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。

地域住民同士が出会い交流ができる場をひろげる

ＡＣＴＩＯＮ
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「泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワーク」と「泉佐野市認知症高齢者等個人賠償責任保険」の
申請窓口・問合先／基幹包括支援センターいずみさの　☎ 072-464-2977　

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、警察への届出とともに、協力機関等と一緒
に早期発見を可能にする仕組みです。高齢者の安全と
ご家族の安心をサポートするものです。

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。なお、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。

認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活することができるように・・・
「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」をご案内します！

登録方法

保険適用される例

申込方法保険加入の対象者

補償内容

実際に
発生したら・・

発見されたら・・

　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。

サロン・ド・
ボランティア

日時　令和4年11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

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

見学希望の方、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

手話サークル
いちょう

泉佐野市聴言障害者部会の方たちとともに「ろう
あ運動」をしています。
手話を覚えてみたい、手話でおしゃべりしてみたい
方を募集しています。

オ
ン
ラ
イ
ン
で
施
設
利
用
者
さ
ん
と

ボ
ッ
チ
ャ
交
流
を
行
い
ま
し
た
。

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(火)～１１月２５日(金)まで
　　　　　　　　　　　　(定員に達し次第受付終了)
申込期間・・１１月１日(火)～１１月２５日(金)まで
　　　　　　　　　　　　(定員に達し次第受付終了)

申込方法・・参加申込書を提出してください。申込方法・・参加申込書を提出してください。

定員　120名まで（先着順）定員　120名まで（先着順）

対象対象

内容内容 プログラム(１時間制とさせていただきます。)プログラム(１時間制とさせていただきます。)

感染症対策のため、同プログラムを2回に分けて
実施します。

１８歳未満の市内在住で
・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

※始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。

参加申込書はHPに掲載しています。
URL　https://izumisanoshakyo.or.jp
来所提出かメールまたはFAXにて提出してください。
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

泉佐野市徘徊高齢者等
ＳＯＳネットワークとは
泉佐野市徘徊高齢者等
ＳＯＳネットワークとは

泉佐野市認知症高齢者等
個人賠償責任保険とは
泉佐野市認知症高齢者等
個人賠償責任保険とは

もしもに備えて！！

社  協
ふれあい
クリスマス会

社  協
ふれあい
クリスマス会

令和4年１２月17日（土）

参加費
無　料

13：20～14：20
15：00～16：00 いずれか

Merry Chris tmas

申請窓口は、基幹包括支援センターいずみさのです。登録には
次の書類が必要となります。
①登録票と利用申出書（同意書）（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）
③印鑑

・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等

加入受付窓口は、基幹包括支援センターいずみさのです。
加入には次の書類が必要となります。
加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
（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）
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）

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
認知症の診断を受けている方（診断書の提出がある方、
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）
泉佐野市に住所のある満 40歳以上の方

泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出し、受理番号が書いている紙を受け取り、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。（※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。）
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ないます。）

　本人確認を行ったご家族は、泉佐野警察署・基幹包括支援センターいずみさのへ連絡をく
ださい。発見された情報を協力機関・協力員へ配信し、情報の削除を行います。
＜もし徘徊しているかも知れない人を発見したら・・・＞
　その人を驚かせないように、正面からゆっくりと声をかけ、安全な場所へ移動させてください。
合わせて、泉佐野警察署へ連絡をお願いします。

①

②

③

個人賠償責任保険（上限3億円）※示談交渉サービス付き

①

②

①

②
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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

令和4年11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

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4年8月～令和4年9月末受付分

社協公式
YouTubeチャンネル

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

泉佐野サマースクール実行委員会

新池中学校区地域教育協議会　有志ノ会

200,000円

140,218円

10,000円

善 意 銀 行

※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な
どを実施いたします。

社協第43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3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・（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

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・（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、大阪泉州農業共同組合、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）

企業・団体　※共催団体除く（敬称略・順不同）

（敬称略・順不同）

チャリティバザーチャリティバザー

泉佐野市社協公式 YouTube チャンネルで
は、泉佐野市で活躍されているボランティア
さんの活動紹介動画を配信しています！魅力
がたっぷり詰まっていますのでぜひチェックし
てみてください！
また、令和４年７月１０日に開催しました、第９
回泉佐野市社協「ボランティアフェスティバ
ル」のオンライン配信動画を公開しておりま
すので、ぜひご覧ください！

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（社協）
★ひとり暮らし高齢者交流会関係（民児協）
★ひとり暮らし高齢者年賀はがき（民児協）など

福祉センターにて募金箱を設置しています

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録
も

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

◀ボランティアフェス
ティバルオンライン
配信の1コマ

▲16 種類の活動紹介動画があります！

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。

https://izumisanoshakyo.or.jp

令和4年１２月11日（日）
１０：００  販売開始
１１：００  オークション開始

★募集している金品

★提供物品受付期間

共催団体

第42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




