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令和5年3月11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

「笑う門には福来る！
  生活に笑いを！人生にうるおいを！」

泉佐野市社会福祉協議会ではこれまでも学校との協働で子どもたちと共
に「福祉」についての学習に取り組んできました。子どもたちにとって福
祉が特別なことではなく、より身近なものとして「ふだんのくらしのしあ
わせ」と捉えることができる学びの機会をつくっています。また、子ども
たちが日頃からお互いに助け合う気持ちを育むことにも繋がります。今
回は第三小学校で実施した福祉教育についてご紹介します。

社会福祉センターではひとりでも多くの市内
高齢者の健康でご長寿を目指し、今年もふ
れあい交流会を開催いたします。

社会福祉センター
ふれあい交流会
社会福祉センター
ふれあい交流会

ミニゲーム「だるまさんがころんだ」を通して、アイマ
スクをする人と、補助をする人の両方を体験しました。

体験学習を経て、視覚障がい者と一緒
にできる遊びやスポーツを考えました。

一緒に楽しむためには、
道具やルールの工夫、
周りのサポートが
大切だよね！

試合形式でボッチャを体験
し、ユニバーサルスポーツ
を学びました。

日　　時 ： 令和5年3月20日（月）
      　　　　　　　　13：30開始（13：00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
募集定員 ： ６０歳以上の市民、先着順100名　
申　　込 ： 3月7日（火）9：00から受付開始
　　　　社会福祉センター　ＴＥＬ464-2563

子どもたちと一緒に
考えました

in 第三小学校
    　福祉教育

泉佐野市
社会福祉協議会　

職員募集

１．採用予定人数　①正職員1名　②非常勤職員1名
２．業務内容　　　①社会福祉協議会業務（相談支援・事務等）
　　　　　　　　②生活困窮者支援に関する相談支援・事務
３．受験資格　　　①昭和53年4月2日以降に生まれ、社会福祉士資格及び普通運転免許を有する人
　　　　　　　　②普通運転免許を有し、基本的なＰＣ操作（エクセル・ワード）が可能な人
　　　　　　　　※学歴・年齢は不問。相談職としての資格や経験を有する人は尚可。
４．試験日　　　　1次試験    3月19日(日)　筆記　①のみ　　午前9時30分～
　　　　　　　　　　　　　 　　　　   　作文　①②共通　午前11時30分～
　　　　　　　　2次試験（面接）　3月28日（火）　※1次試験合格者のみ
５．採用予定日　　令和5年４月1日
６．申込・問合先
　　令和5年3月1日（水）～3月13日（月）（土・日曜日、祝日除く）の午前9時～午後5時までに
　　泉佐野市社会福祉協議会（☎464-2259）へ
※募集要項はホームページ（https://izumisanoshakyo.or.jp）からダウンロードできます。

ユニバーサル
スポーツ体験

町で盲導犬ユーザーが困っ
ている場合の声のかけ方な
どを教えていただきました。

盲導犬ユーザーの

お話

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金を活用させていただいております。

笑いは健康生活の基本。小笑
い大笑い、上方古典落語を 2
席聞きながら、リフレッシュして
いただきます。

腸の若返りが健康の秘訣
　～素敵な幸齢者になりましょう～

腸を丈夫にする事は長生きへの秘訣。いつまでも健康で
過ごす秘訣は？健康長寿についてのお話しなど、座りな
がらの体操も取り入れながら楽しくお話し致します。　
　

※飲料品の無料配布があります。

アイマスク
体験

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

桂 文珍一門　桂　文五郎　様

協力：
近畿中央ヤクルト販売株式会社 様

（社会福祉センター指定管理事業）

参加費：無料
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今回の講演会ではギャンブル（パチ
ンコ・競輪・競馬・競艇など）やゲー
ム・オンラインカジノ・買い物など
の依存症についてお話します。
「依存症かな」と悩んでいる人・家族・
支援をしている人、依存症のことを
知りたい人はぜひ、ご参加ください。

令和 4 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2,639,545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）

※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

① 体操に使うDVDを貸し出します
② 体操の専門家を派遣します
　 （事前説明・初回３回・6カ月後）
③ 手づくりの運動手帳を1人 1冊プレゼント
④ 1 年以上続けたグループには希望があれば、
　 年 1回専門家を派遣します
⑤ 年 1～ 2回、「保健師によるためになる健康話」、
　 「主任介護支援専門員による正しい介護保険の    
　 利用のしかた」等お話にお伺いします

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！

配布日時：3月11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）

オープニングイベントとして、関西国際空港内
で「赤い羽根　空の第一便」のセレモニーを
開催しました

空
港
内
で
街
頭
募
金
も
実
施
し
ま
し
た

日時　　令和 5年 3月29日（水）午後 2時～4時
場所　　泉佐野市立社会福祉センター　大会議室
対象　　市内在住・在勤者
講師　　大阪精神医療センター　入來　晃久氏 (医師 )
　　　　全国ギャンブル依存症家族の会大阪　会員
定員　　50 名（先着順）

誰もが自殺に追い込まれることのない地域へ

元町町会（25,000）･下瓦屋町会（10,000）・下瓦屋南町会（16,000）･
中村町会 （22 , 5 0 0）･春日町町内会（23 ,0 0 0）・新町町内会
（38,000）･野出町町内会（20,000）･鶴原町町会（100,000）･東佐野
台町会（15,000）･本町町会（20,000）･松風台自治会（26,100）･松原
団地住宅自治会（20,100）･新安松町会（30,000）･高松東町会
（30,435）･高松東町会第1班有志（309）･樫井東町内会（14,000）･
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（7,000）･貝田町内会（20,000）･新長
滝自治会（16,800）･見出住宅自治会（15,277）･母山町会（7,700）・旭
町町会（34,000）･机場町会（6,000）･西本町町会（25,000）･上村町会
（10,000）･上町町会（72,000）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松
町会（10,000）･日根野西町会（6,000）･大宮町町会（25,920）･高松南
町会（10,000）・東上町内会（15,500）･久ノ木町内会（3,550）･中筋町
内会（3,750）･西出町内会（5,650）･野口町内会（4,500）･西上町内会
（17,800）･新道出町内会（14,750）･野々地蔵町内会（9,500）･俵屋町
内会（3,000）･上瓦屋町内会（60,000）･羽倉崎上町町内会（20,000）
･鶴原東町会（50,0 00）･東羽倉崎町町会（19,700）･湊町内会
（67,500）･安松町会（60,000）･泉陽ヶ丘自治会（21,000）･女形町会（6,700）･岡本町会（40,000）･ふぁみーゆ泉佐野
（10,000）･郷田町内会（3,300）･新泉ヶ丘自治会（15,641）･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）･西佐野台町会（19,800）･長滝住宅自治会（10,000）･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）･笠松町7区17組有志（7,935）市場町町会（17,515）･泉ヶ丘町内会
（64,512）･中町町内会（25,360）・幸町町会（13,900）･松原町町会（34,700）･長滝第一住宅自治会（14,500）･長滝連
合町内会（32,000）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（103,800）・鶴原北住宅自治会（17,000）・大西町内会
（30,000）・南泉ヶ丘町会（28,000）・若宮町会（11,000）・匿名（1,000）

戸別募金

長南小学校（18,119）･中央小学校（9,281）・大木小学校（5,500）・第一小学校（4,799）・日根野小学校（12,449）・上
之郷小学校（8,596）・日新小学校（4,000）・第二小学校（3,500）・第三小学校（5,134）

学校募金

（福）来友会職員（40,889）･（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（31,161） 

職域募金

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。

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

【相談・申込先】基幹包括支援センターいずみさの　072-464-2977

基幹包括支援センターいずみさのまで　電話・ＦＡＸ・GoogleFormで。
　　　　住所・氏名・連絡先を記入
　　　　TEL464-2977　FAX462-5400　
　　　　GoogleForm は右記のQRコードから

申込締切

【
募
集
す
る
団
体
】

【
５
つ
の
支
援
を
し
ま
す
】

自殺対策事業講演会 依存症を知り、気づき、つなげる

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！！

申し込み
問い合せ　 3

20 月
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受賞　おめでとう
ございます！ Fill RECO FES　2022に赤い羽根共同募金のブースを出展しました！Fill RECO FES　2022に赤い羽根共同募金のブースを出展しました！

街頭募金街頭募金シャッピーハウス
イベント

お問い合わせ　泉佐野市社協ボランティアセンター
   TEL072-464-2259　FAX072-462-5400

申し込み・お問い合わせ
   泉佐野市社会福祉協議会
   TEL072-464-2259
　E-mail/sanovc@izumisanoshakyo.or.jp

サロン・ド・
ボランティア

日程　３月２2日(水)
　　　４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

日時　令和5年3月28日(火)10：30～11：30
場所　泉佐野市大西1丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内
対象　未就学児から小学3年生までの親子
定員　6組（先着順）
申込　3月1日（水）～22日（水）の期間に電話
　　　または　e.mailにて
　　　お申し込みください。

※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。

　

10/1  赤い羽根空の第一便(11,937)　10/6 泉佐野駅前（3,245）　10/7 泉佐野駅前（3,093）
10/13 いこらも～る泉佐野（4,022）　10/22　イオン日根野店 (6,873)
10/29  FILL RECO FES 2022 （64,866)

泉佐野地区共同募金会のブースにお越しくださったみなさまから、たくさんの
募金へのご協力をいただきました

募集内容

エコバック・缶バッジの寄付付き商品の販売
ガチャガチャ募金
風船のプレゼントなどを行いました。

※駐輪場有。駐車場がありませんので公共交通機関を
ご利用ください。

親子で楽しめる
絵本の読み聞かせ会

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。

日時：5月17日（水）13:00～15:00
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 開催します！

厚生労働大臣表彰

どなたでも参加ＯＫの
フリーマーケット！

1区画長机１台分(180×45㎝)あたり運営協力金500円(先着9区画予定)
3月24日(金)までに社会福祉協議会掘り出し市担当へ申込書をFAXまたはメール、来所にてご
提出ください。
募集要項は(https://izumisanoshakyo.or.jp)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HPからダウンロードいただくか、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。

出店者募集！出店者募集！

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

ミニ茶話会もあわせて開催します。

参加費
無　料

全日本空輸（株）関西空港支店（15,268）･オークワ泉佐野松風台店（287）･エルダーケア（1,700）･清光会　恵誠
の里（398）･上之郷こども園（1,451）･泉ヶ丘園（1,006）･ライフワークぎんなん（1,734）･光園（1,306）･（福）犬鳴山
（3,295）･栄公苑（458）･特養ホライズン（325）･きちょう苑（1,818）･老健ホライズン（393）･障がい者支援施設泉ヶ
丘療護園（1,393）･りんごの樹（2,586）･ケアハウス泉佐野（2,514）･りんくう総合医療センター（627）･なかよしこど
も園（9,600）・ささゆり作業所（13,146）・りんくうプレジャータウンシークル（238）・（福）暢楽荘（5,155）・文化振興
財団（106）・イオンモール日根野店（654）・いこらも～る泉佐野（5,124）・市役所（5,541） ･（福）来友会（22,096）・
青松記念病院（9,808）・アローズ泉佐野店（6,543）・（福）清光会（800）・長生会連合会（13,248）・社会福祉セン
ター（13,829）

街頭募金箱

泉佐野市部課長会（58,000） ・（福）犬鳴山（2,500）・（福）来友会（1,500）・赤い羽根空の第一便（1,500）・泉佐野
駅前街頭（3,500）・いこらも～る泉佐野街頭（2,500）・イオン日根野店街頭（4,000）・社会福祉協議会理事会（10，
500）・社会福祉協議会窓口（22,500）

バッジ募金

（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（11,500）

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
（5,000）　

　本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、辻
野尚子さんが令和4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。辻野さんは長年にわたり、社協登録施設(高齢者
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令和5年度　第1回



（ 5 ）泉佐野市社協だより（ 4 ） 泉佐野市社協だより

（敬称略・順不同、カッコ内の数字は募金額）

社会福祉センター募金箱

歳末たすけあい運動募金者

2022年度
デザイン

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

令和4年度
歳末助け合い運動に 807,247円

ご協力ありがとうございました！
　令和4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5年度（2023年度）
　　赤い羽根共同募金の のお知らせ

社協第43回

チャリティバザーチャリティバザー
開催しました!

当日売上＆寄付合計１，１３５，３８１円

令和 4 年 12 月 11 日（日）、市立社会
福祉センターにて、43 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。

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）

（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 

（敬称略・順不同）

旭町町会、新町町内会、湊長生会、長滝連合町内会役
員一同、社会福祉法人杉の子会、下瓦屋長生会、大木
町内会、松原団地住宅自治会、鶴原町内会、泉佐野ロ
ータリークラブ、宮内良平
　　　　　　（他、匿名の方々から提供頂きました）

大阪信用金庫泉佐野支店

善意銀行寄託 令和4年12月1日～令和5年1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

私のステージ　カラオケ恋歌

泉佐野モラロジー事務所

大松商事合同会社

認定ＮＰＯ法人サードプレイス

匿名

200,000円

41,188円

30,000円

プラレール 14個

マスク 5000枚

オムツ １袋 　オムツ用パッド 14袋
吸水シーツ １袋 ティッシュボックス １セット
生理用ナプキン　4袋

善 意
 銀 行

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、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 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）、㈱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、がんこ座、
大阪信用金庫泉佐野支店、庄司織布株式会社、
OutdoorLIFESHOP Piilo、ダイナム大阪泉佐野店、
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）

長滝連合町内会（33,000）・日根野西町会（7,500）・健康麻雀クラブ楽遊会（2,000）・長生会体操クラブ（3,000）・
新道出友達仲の会（4,264）・佐野台町会（30,000）新長滝自治会（16,700）・泉佐野市民生委員児童委員協
議会（50,000）元更生保護女性会（10,000）・大正琴クラブ（2.000）・辻野辰三（10,000）新町町内会（20,000）・
長生会カラオケクラブ（3,000）・本町福祉委員会（10,000）樫井東町内会（10,000）・新安松町会（10,000）・
清和こども園（10,000）長生会連合会ダンスクラブ（2,000）・佐野台
小学校（4,970）・松原団地住宅自治会（10,000）・グループホーム泉州
（10,000）・湊町内会（10,000）・見出住宅自治会（13,000）・中央住
宅自治会（32,000）・岡本町会（10,000）・末広小学校（2,662）・ひね
のこども園職員一同（50,000）・泉ケ丘町内会（69,564）・長生会連合
会民踊クラブ（600）・歌体操かがやき（3,000）・天理教泉州分教会
（30,000）・上瓦屋ラウンジ（3,800）・久保津　榮子（2,000）・東佐野
台町会（10,000）・中町町会（10,000）・高松南町会（10,000）・泉南
地区青少年赤十字指導者協議会（40,000）・泉佐野市長生会連合会
（8,500）水呑地蔵（100,000）・地方独立行政法人りんくう総合医療セ
ンター（11,247）・いこらも～る地域ふれあいセンター（2,861）・北部市
民交流センター（5,012）・ルーテルこども園オリーブ会（15,691）・北中
小学校（4,270）・橋口　功（5,000）・社会福祉センター募金箱（5,327）・
泉佐野市役所募金箱（4,279）・匿名合計（90,000）

記念バッジデザイン募集
記念バッジデザイン募集

共催団体

大型商品提供者

ボランティア協力

1万円以上寄付者

善意のご厚志、ありがとうございました。
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（敬称略・順不同、カッコ内の数字は募金額）
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受賞　おめでとう
ございます！ Fill RECO FES　2022に赤い羽根共同募金のブースを出展しました！Fill RECO FES　2022に赤い羽根共同募金のブースを出展しました！

街頭募金街頭募金シャッピーハウス
イベント

お問い合わせ　泉佐野市社協ボランティアセンター
   TEL072-464-2259　FAX072-462-5400

申し込み・お問い合わせ
   泉佐野市社会福祉協議会
   TEL072-464-2259
　E-mail/sanovc@izumisanoshakyo.or.jp

サロン・ド・
ボランティア

日程　３月２2日(水)
　　　４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

日時　令和5年3月28日(火)10：30～11：30
場所　泉佐野市大西1丁目16-5
　　　　　　　シャッピーハウス館内
対象　未就学児から小学3年生までの親子
定員　6組（先着順）
申込　3月1日（水）～22日（水）の期間に電話
　　　または　e.mailにて
　　　お申し込みください。

※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。

　

10/1  赤い羽根空の第一便(11,937)　10/6 泉佐野駅前（3,245）　10/7 泉佐野駅前（3,093）
10/13 いこらも～る泉佐野（4,022）　10/22　イオン日根野店 (6,873)
10/29  FILL RECO FES 2022 （64,866)

泉佐野地区共同募金会のブースにお越しくださったみなさまから、たくさんの
募金へのご協力をいただきました

募集内容

エコバック・缶バッジの寄付付き商品の販売
ガチャガチャ募金
風船のプレゼントなどを行いました。

※駐輪場有。駐車場がありませんので公共交通機関を
ご利用ください。

親子で楽しめる
絵本の読み聞かせ会

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。

日時：5月17日（水）13:00～15:00
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 開催します！

厚生労働大臣表彰

どなたでも参加ＯＫの
フリーマーケット！

1区画長机１台分(180×45㎝)あたり運営協力金500円(先着9区画予定)
3月24日(金)までに社会福祉協議会掘り出し市担当へ申込書をFAXまたはメール、来所にてご
提出ください。
募集要項は(https://izumisanoshakyo.or.jp)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HPからダウンロードいただくか、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。

出店者募集！出店者募集！

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

ミニ茶話会もあわせて開催します。

参加費
無　料

全日本空輸（株）関西空港支店（15,268）･オークワ泉佐野松風台店（287）･エルダーケア（1,700）･清光会　恵誠
の里（398）･上之郷こども園（1,451）･泉ヶ丘園（1,006）･ライフワークぎんなん（1,734）･光園（1,306）･（福）犬鳴山
（3,295）･栄公苑（458）･特養ホライズン（325）･きちょう苑（1,818）･老健ホライズン（393）･障がい者支援施設泉ヶ
丘療護園（1,393）･りんごの樹（2,586）･ケアハウス泉佐野（2,514）･りんくう総合医療センター（627）･なかよしこど
も園（9,600）・ささゆり作業所（13,146）・りんくうプレジャータウンシークル（238）・（福）暢楽荘（5,155）・文化振興
財団（106）・イオンモール日根野店（654）・いこらも～る泉佐野（5,124）・市役所（5,541） ･（福）来友会（22,096）・
青松記念病院（9,808）・アローズ泉佐野店（6,543）・（福）清光会（800）・長生会連合会（13,248）・社会福祉セン
ター（13,829）

街頭募金箱

泉佐野市部課長会（58,000） ・（福）犬鳴山（2,500）・（福）来友会（1,500）・赤い羽根空の第一便（1,500）・泉佐野
駅前街頭（3,500）・いこらも～る泉佐野街頭（2,500）・イオン日根野店街頭（4,000）・社会福祉協議会理事会（10，
500）・社会福祉協議会窓口（22,500）

バッジ募金

（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（11,500）

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
（5,000）　

　本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、辻
野尚子さんが令和4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。辻野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。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。

図書カード募金 ハートフル募金（令和4年度）
（共同募金協力型自動販売機）

社会福祉協議会（23,679）

令和5年度　第1回
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今回の講演会ではギャンブル（パチ
ンコ・競輪・競馬・競艇など）やゲー
ム・オンラインカジノ・買い物など
の依存症についてお話します。
「依存症かな」と悩んでいる人・家族・
支援をしている人、依存症のことを
知りたい人はぜひ、ご参加ください。

令和 4 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2,639,545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）

※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

① 体操に使うDVDを貸し出します
② 体操の専門家を派遣します
　 （事前説明・初回３回・6カ月後）
③ 手づくりの運動手帳を1人 1冊プレゼント
④ 1 年以上続けたグループには希望があれば、
　 年 1回専門家を派遣します
⑤ 年 1～ 2回、「保健師によるためになる健康話」、
　 「主任介護支援専門員による正しい介護保険の    
　 利用のしかた」等お話にお伺いします

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！

配布日時：3月11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）

オープニングイベントとして、関西国際空港内
で「赤い羽根　空の第一便」のセレモニーを
開催しました

空
港
内
で
街
頭
募
金
も
実
施
し
ま
し
た

日時　　令和 5年 3月29日（水）午後 2時～4時
場所　　泉佐野市立社会福祉センター　大会議室
対象　　市内在住・在勤者
講師　　大阪精神医療センター　入來　晃久氏 (医師 )
　　　　全国ギャンブル依存症家族の会大阪　会員
定員　　50 名（先着順）

誰もが自殺に追い込まれることのない地域へ

元町町会（25,000）･下瓦屋町会（10,000）・下瓦屋南町会（16,000）･
中村町会 （22 , 5 0 0）･春日町町内会（23 ,0 0 0）・新町町内会
（38,000）･野出町町内会（20,000）･鶴原町町会（100,000）･東佐野
台町会（15,000）･本町町会（20,000）･松風台自治会（26,100）･松原
団地住宅自治会（20,100）･新安松町会（30,000）･高松東町会
（30,435）･高松東町会第1班有志（309）･樫井東町内会（14,000）･
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（7,000）･貝田町内会（20,000）･新長
滝自治会（16,800）･見出住宅自治会（15,277）･母山町会（7,700）・旭
町町会（34,000）･机場町会（6,000）･西本町町会（25,000）･上村町会
（10,000）･上町町会（72,000）･府住東羽倉崎自治会（30,000）･高松
町会（10,000）･日根野西町会（6,000）･大宮町町会（25,920）･高松南
町会（10,000）・東上町内会（15,500）･久ノ木町内会（3,550）･中筋町
内会（3,750）･西出町内会（5,650）･野口町内会（4,500）･西上町内会
（17,800）･新道出町内会（14,750）･野々地蔵町内会（9,500）･俵屋町
内会（3,000）･上瓦屋町内会（60,000）･羽倉崎上町町内会（20,000）
･鶴原東町会（50,0 00）･東羽倉崎町町会（19,700）･湊町内会
（67,500）･安松町会（60,000）･泉陽ヶ丘自治会（21,000）･女形町会（6,700）･岡本町会（40,000）･ふぁみーゆ泉佐野
（10,000）･郷田町内会（3,300）･新泉ヶ丘自治会（15,641）･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）･西佐野台町会（19,800）･長滝住宅自治会（10,000）･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）･笠松町7区17組有志（7,935）市場町町会（17,515）･泉ヶ丘町内会
（64,512）･中町町内会（25,360）・幸町町会（13,900）･松原町町会（34,700）･長滝第一住宅自治会（14,500）･長滝連
合町内会（32,000）･樫井西町会（51,000）･中庄町内会（103,800）・鶴原北住宅自治会（17,000）・大西町内会
（30,000）・南泉ヶ丘町会（28,000）・若宮町会（11,000）・匿名（1,000）

戸別募金

長南小学校（18,119）･中央小学校（9,281）・大木小学校（5,500）・第一小学校（4,799）・日根野小学校（12,449）・上
之郷小学校（8,596）・日新小学校（4,000）・第二小学校（3,500）・第三小学校（5,134）

学校募金

（福）来友会職員（40,889）･（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（31,161） 

職域募金

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。

「さのトレ体操」
始めませんか？

「さのトレ体操」
始めませんか？

【相談・申込先】基幹包括支援センターいずみさの　072-464-2977

基幹包括支援センターいずみさのまで　電話・ＦＡＸ・GoogleFormで。
　　　　住所・氏名・連絡先を記入
　　　　TEL464-2977　FAX462-5400　
　　　　GoogleForm は右記のQRコードから

申込締切

【
募
集
す
る
団
体
】

【
５
つ
の
支
援
を
し
ま
す
】

自殺対策事業講演会 依存症を知り、気づき、つなげる

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！！

申し込み
問い合せ　 3

20 月
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令和5年3月11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

「笑う門には福来る！
  生活に笑いを！人生にうるおいを！」

泉佐野市社会福祉協議会ではこれまでも学校との協働で子どもたちと共
に「福祉」についての学習に取り組んできました。子どもたちにとって福
祉が特別なことではなく、より身近なものとして「ふだんのくらしのしあ
わせ」と捉えることができる学びの機会をつくっています。また、子ども
たちが日頃からお互いに助け合う気持ちを育むことにも繋がります。今
回は第三小学校で実施した福祉教育についてご紹介します。

社会福祉センターではひとりでも多くの市内
高齢者の健康でご長寿を目指し、今年もふ
れあい交流会を開催いたします。

社会福祉センター
ふれあい交流会
社会福祉センター
ふれあい交流会

ミニゲーム「だるまさんがころんだ」を通して、アイマ
スクをする人と、補助をする人の両方を体験しました。

体験学習を経て、視覚障がい者と一緒
にできる遊びやスポーツを考えました。

一緒に楽しむためには、
道具やルールの工夫、
周りのサポートが
大切だよね！

試合形式でボッチャを体験
し、ユニバーサルスポーツ
を学びました。

日　　時 ： 令和5年3月20日（月）
      　　　　　　　　13：30開始（13：00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
募集定員 ： ６０歳以上の市民、先着順100名　
申　　込 ： 3月7日（火）9：00から受付開始
　　　　社会福祉センター　ＴＥＬ464-2563

子どもたちと一緒に
考えました

in 第三小学校
    　福祉教育

泉佐野市
社会福祉協議会　

職員募集

１．採用予定人数　①正職員1名　②非常勤職員1名
２．業務内容　　　①社会福祉協議会業務（相談支援・事務等）
　　　　　　　　②生活困窮者支援に関する相談支援・事務
３．受験資格　　　①昭和53年4月2日以降に生まれ、社会福祉士資格及び普通運転免許を有する人
　　　　　　　　②普通運転免許を有し、基本的なＰＣ操作（エクセル・ワード）が可能な人
　　　　　　　　※学歴・年齢は不問。相談職としての資格や経験を有する人は尚可。
４．試験日　　　　1次試験    3月19日(日)　筆記　①のみ　　午前9時30分～
　　　　　　　　　　　　　 　　　　   　作文　①②共通　午前11時30分～
　　　　　　　　2次試験（面接）　3月28日（火）　※1次試験合格者のみ
５．採用予定日　　令和5年４月1日
６．申込・問合先
　　令和5年3月1日（水）～3月13日（月）（土・日曜日、祝日除く）の午前9時～午後5時までに
　　泉佐野市社会福祉協議会（☎464-2259）へ
※募集要項はホームページ（https://izumisanoshakyo.or.jp）からダウンロードできます。

ユニバーサル
スポーツ体験

町で盲導犬ユーザーが困っ
ている場合の声のかけ方な
どを教えていただきました。

盲導犬ユーザーの

お話

この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金を活用させていただいております。

笑いは健康生活の基本。小笑
い大笑い、上方古典落語を 2
席聞きながら、リフレッシュして
いただきます。

腸の若返りが健康の秘訣
　～素敵な幸齢者になりましょう～

腸を丈夫にする事は長生きへの秘訣。いつまでも健康で
過ごす秘訣は？健康長寿についてのお話しなど、座りな
がらの体操も取り入れながら楽しくお話し致します。　
　

※飲料品の無料配布があります。

アイマスク
体験

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

桂 文珍一門　桂　文五郎　様

協力：
近畿中央ヤクルト販売株式会社 様

（社会福祉センター指定管理事業）

参加費：無料




