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〒598－0002 泉佐野市中庄1102番地

11月7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

新家町支部
福祉委員会の
活動

前号に引き続き・・・

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。

善 意
  銀 行
令和2年8月～
令和2年9月末受付分

・人生道場
・匿　名
・成人会
・匿　名

200,000円
車いす2台
10,177円
衣料品2点

地域活動地域活動コロナに負けないコロナに負けない

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

長坂地区の新家町支部福祉委
員会では「敬老の日」にあわせ、
一人暮らし高齢者など地域で
の見守りが必要な方にプレゼ
ントを贈りました♪
プレゼントと一緒に素敵なメッ
セージと防災についてのチラ
シを添えて、いつまでも元気で
活気のある地域を願い、福祉
活動に取り組んでいます。

コロナ禍が続く中、様々な工夫、アイデアをこらしながら
地域に元気を届けている活動をご紹介します！
コロナ禍が続く中、様々な工夫、アイデアをこらしながら
地域に元気を届けている活動をご紹介します！

プ
レ
ゼ
ン
ト
配
り
の
様
子

素敵なメッセージ♪

防災についてのチラシ

Gathering information for fore
igners

参加費
無料

社協チャリティバザー
中止のお知らせ
社協チャリティバザー
中止のお知らせ

市民の皆さまに毎年たくさんの物品提供やバザーでの買い物を通
してご協力をいただいております「社協チャリティバザー」ですが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年 12 月に予定し
ておりました第 42 回社協チャリティバザーの開催を中止させてい
ただくことになりました。
楽しみにしてくださっている皆様には心よりお詫び申し上げます。
ぜひ次年度は開催できるよう考えておりますので、その際はご支
援・ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●日　時● 11月19日（木）・12月17日（木）
　　　　 　　午前10時30分～11時30分
　　　　　　　　　　　　　（出入り自由）
●場　所 ● シャッピーハウス１階
　　　　　　（泉佐野市大西１丁目１６-５）
            　　1-16-5 Onishi Izumisano City

●対　象 ● 市内在住・在勤・在学の外国人
　　　　　（マスク着用でお願いします）　
●内　容 ●新型コロナウイルスの影響で、
　　　　　仕事がなくなったなどのご不安が
　　　　　ある外国人の方々同士で情報交換
　　　　　をおこないます。

【協力機関】 ica(泉佐野地球交流協会）・泉佐野市

Do you have troubles because of the Coronavirus?
Feel free to contact us!

コロナウイルスの感染
拡大に伴い、先のみえな
いくらしの中で、お互い
情報交換しませんか

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。

（順不同・敬称略） 

外国人のための外国人のための

情報交換のつどい情報交換のつどい

〈問合せ・申し込み〉　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　TEL ４６４－２９７７　FAX ４６２－５４００
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※ホームレスの方の相談については、基幹包括支援センターいずみさのへお願いします。

対象となる世帯

対象とならない世帯

短期集中介護予防サービス事業短期集中介護予防サービス事業

ロコトレ教室ロコトレ教室

泉佐野市通所型泉佐野市通所型

介護保険は元気になるための制度です。いつまでも元気
に、住み慣れた地域で自分らしく暮らすために、介護保険
を活用しませんか。
泉佐野市介護予防事業として、日常生活での困りごと「で
きない」を「できる」を目指して、3～6ヶ月間短期的に、泉
佐野市・田尻町理学療法士会の理学療法士による運動支
援「ロコトレ教室」を実施しています。卒業後は、地域での
活動や趣味活動へつながるためのサポートもあります。 

週1回の教室参加と自主トレーニング支援
筋肉・骨・関節などの運動器の機能低下を予防・
改善により、生活機能の向上を図る

泉佐野市在住、65歳以上の要支援認定者
または事業対象者
※担当ケアマネジャーまたは、下記のお住まい地域の
　包括支援センターとの相談による申し込みが必要です。

対象者

内容

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2年度4月に新池圏域に先行開設された「包括支援センターしんいけ」に引き続き、10月1日より、
下記のとおり各生活圏域に全世代への相談支援を行う包括支援センターが開設されました。

2020年10月1日から、地域型包括支援センターが開設しています！

基幹包括支援センターいずみさの
（☎ 464-2977）

基幹型・機能強化型

地域型包括
支援センターの
業務

□ 妊娠届受付・母子手帳発行　　　　　　  □ 子育て相談
□ 高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）　　□ 障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）
□ 生活困窮者・ひきこもりの相談（就労支援や住居確保給付金事業、家計改善支援事業を含む）

名　称

泉佐野市社協

圏　域 新池中圏域

包括支援センター
しんいけ

第三中圏域包括
支援センター
ホライズン

佐野中圏域包括
支援センター
泉ヶ丘園

長南中圏域包括
支援センター
ラポート

日根野中圏域包括
支援センター
いぬなき 

三中圏域 佐野中圏域 長南中圏域 日根野中圏域

問い合わせ先 464-2366 458-0088 468-8103 490-2031 468-1170

受託法人 （社福）水 平 会 （社福）泉ヶ丘福祉会 （社福）常茂恵会 （社福）犬 鳴 山

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。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　

参加者の声

提供者の声

毎週楽しみに参加していま
す。自主トレーニングも頑
張っています！

参加者の「できる」「したい」
ことを実現するために、プロ
グラム内容を決めています。
必ず結果が出る教室です！

自転車に乗れるようになりました。

歩く姿勢がきれいに
なったと言われた
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感染症対策をしながら、現在活動している
子育てサロンの一部を紹介します（9月時点）

日　時 … 12月1日（火）　13：30～15：00

場　所 … 社会福祉センター　2階　大会議室

【申込・問合先】
11月13日（金）までに電話、ＦＡＸで
泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ
　（電話469-2155　ＦＡＸ462-5400）

▶内容　　カフェ活動でのコロナ対策ミニ講座（保健師より）、カフェ活動団体の紹介　など
▶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、営利目的でない

みんなが集える居場所・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。
実際のカフェ活動の様子やコロナ禍での工夫などをご紹介しますので、興味・関心のある方は
ぜひご参加ください♪

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、皆様の協力により早期発見を可能にする
仕組みを作り、高齢者の安全と家族等の安心をサポー
トするものです。
当センターが閉庁している夜間・祝休日に行方不明に
なった場合にも対応できるようになりました。

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。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。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口　　
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。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口　　
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）②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）
③印鑑③印鑑

上記、3点を
基幹包括支援センターいずみさのへ
持参してください。

①泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出後、基幹包括支
援センターいずみさのへ連絡をください。包括職員より
配信内容や配信範囲を聞き取りします。

①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
②認知症の診断を受けている方（診断書の提出または、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）

③満40歳以上の泉佐野市に住所を有する方

※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。
警察への届け出の際に利用申出書と情報提供シート
を受け取り、記入後に、泉州南広域消防本部消防指令
センター（469-0119）へ連絡の上、記入した書類をFAX
（464-1990）してください。自宅にFAXがない場合は最
寄りのコンビニよりFAXできます。

②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いま
す）

本人確認を行なったご家族は、警察署・基幹包括支援セ
ンターへ連絡をして下さい。発見情報を協力員・協力機
関へ配信し、情報の削除を行ないます。

声をかけ（驚かせない・急かさない・自尊心を傷つけな
い）、安全な場所へ移動し、泉佐野警察署へ連絡をして
下さい。

・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
……など

個人賠償責任保険（上限1億円）※示談交渉サービス付き

①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
②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）

②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）

地域交流カフェ活動実施主体連絡会

参加
無料

やっぱりええやん♪やっぱりええやん♪
地域のつながり♪地域のつながり♪

中町子育て広場では、子どもたちが思い思いのおもちゃ
で自由に遊んだり、保育士の先生と一緒に歌を歌った
り、工作をしたりして楽しい時間を過ごします。
保護者の方同士での交流もしながら楽しく遊んでいま
す。ぜひご参加ください♪

今年で小ざくら広場は10年が経ち、これまでたくさん
の子どもが参加されました。七夕やクリスマスなど季
節の行事や保護者も楽しめる茶道体験の催し、保健セ
ンターの健康指導といった育児の情報提供も企画して
います。ぜひ、一度覗いてください。

中町子育て広場小ざくら広場　

中町支部福祉委員会二小地区福祉委員会
地区
福祉委員

会

活動紹介

【日　時】第１・第 3水曜日10：00～ 11：30
　　　　（第３水曜日はカフェと併設）
【場　所】中町会館
【対　象】町内居住の就学前の幼児と保護者
【参加費】無料

【日　時】第 2・4木曜日10：00～ 11：30
　　　　 
【場　所】高松町総合会館
【対　象】二小地区内居住の就学前の幼児と
　　　　　保護者（保護者のみも可）
【参加費】無料（町会未加入者は1回 100円）

※祝祭日、年末年始、お盆は休み

保
育
士
の
先
生
に
よ
る

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
♪

み
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な
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ざ
り
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た
♪

子育てサロンの情報はインスタグラムアカウント
@shappy-kosodateをフォローしてください！

インスタグラム

※今後の状況に合わせて
活動の開催判断をいたし
ます。

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

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークとは 認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

登録方法

実際に発生したら

保険適用される例

保険加入の対象者

補償内容

発見されたら

申込方法

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の相談窓口

詳しくは▼

基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　（泉佐野市中庄1102）

TEL ： 072-464-2977　
FAX ： 072-462-5400

徘徊しているかもしれない人を発見したら

もしもに備
えて！！

もしもに備
えて！！



（ 5 ）泉佐野市社協だより（ 4 ） 泉佐野市社協だより

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

開催日時　 11月18日(水)　10：00～11：00　
場所　　　泉佐野市社会福祉センター2階　大会議室
対象　　　ボランティア活動に関心のある方
問合先　　泉佐野市社会福祉協議会　ボランティアセンター
　　　　　(℡072-464-2259)

ボランティア
グループ紹介

リフォーム
「なでしこ」

洋裁の技術を持つボランティアが
介護を必要とする人のための衣服
のリフォームに取り組んでいます。
毎年社協ふれあいクリスマス会の
プレゼントを作ってくれています。

ピアノやオカリナの演奏、リズ
ム遊びをします。時間は相談
に応じます。
小さなお子様から高齢者の方
まで、幅広くお楽しみいただけ
ます。

ボラン
ティアをはじめてみませんか

？

ボランティア活動説明会

歳末たすけあい募金歳末たすけあい募金

音楽で心と体を健康に！

毎月第 4水曜日に社会福祉センター2Ｆで開催しておりました
サロン・ド・ボランティアは感染症対策のため、今年度休止いたします。
また、例年 12 月に開催しておりましたサロン・ド・クリスマスについても中止させて
いただきます。来年度以降、再開の際はお待ちしております。

市内在住で18歳未満の障がい児
（障害者手帳を持っている児童および支援学校・学級の生徒）
市子育て支援課・教育委員会の相談にかかわる児童・両親のいない児童・交通遺児

プレゼントのお渡し会
※今年度は感染症対策のため、プログラムは実施いたしません。

12月4日（金）までに
　　泉佐野市社会福祉協議会

TEL 464-2259 まで
定員110名まで（先着順）　保護者・兄弟同伴可

サロン・ド・ボランティア休止のお知らせサロン・ド・ボランティア休止のお知らせ

ボランティア活動についての
説明をおこないます。

会会ススススクク ママリリ

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

介護経験がある人同士で、日々の思いや不安についておしゃべりしてみませんか？
介護に役立つミニ講話もありますので、介護の情報収集などでお困りの方もお気
軽にご参加下さい。参加は無料です。（希望者には飲み物を100円で提供します）

日時 ： 11月27日（金）14：00～15：30
　　　    （途中参加、途中退席も可能です）
場所 ： 社会福祉センター（中庄1102） 2階　健康相談室
内容 ： おしゃべりテーマ
        「認知症対応型グループホームって何？」
　      泉ヶ丘園グループホーム　根来　詩子さん

※事前申し込み必要
※やむを得ず中止する場合がありますので、
　ご了承ください。

問い合わせ先▶基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　  （☎464-2977　FAX 462-5400）

株式会社 永橋染工場さんから
布のご寄付をいただきました。

ピアノ・オカリナピアノ・オカリナ

特技ボランティア紹介⑨

【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。

ボランティアグループ、特技ボランティアの問い合わせは、ボランティアセンター（tel 464-2259）まで

【受付期間】

社協ふれあい

日時

場所 泉佐野市立社会福祉センター2Ｆ

14:00～16:00
12月19日（土）

対象

内容

申込

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

介護者家族のつどい
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介護に役立つミニ講話もありますので、介護の情報収集などでお困りの方もお気
軽にご参加下さい。参加は無料です。（希望者には飲み物を100円で提供します）

日時 ： 11月27日（金）14：00～15：30
　　　    （途中参加、途中退席も可能です）
場所 ： 社会福祉センター（中庄1102） 2階　健康相談室
内容 ： おしゃべりテーマ
        「認知症対応型グループホームって何？」
　      泉ヶ丘園グループホーム　根来　詩子さん

※事前申し込み必要
※やむを得ず中止する場合がありますので、
　ご了承ください。
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　　　　　　  （☎464-2977　FAX 462-5400）

株式会社 永橋染工場さんから
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感染症対策をしながら、現在活動している
子育てサロンの一部を紹介します（9月時点）

日　時 … 12月1日（火）　13：30～15：00

場　所 … 社会福祉センター　2階　大会議室

【申込・問合先】
11月13日（金）までに電話、ＦＡＸで
泉佐野市社会福祉協議会　地域福祉グループ
　（電話469-2155　ＦＡＸ462-5400）

▶内容　　カフェ活動でのコロナ対策ミニ講座（保健師より）、カフェ活動団体の紹介　など
▶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、営利目的でない

みんなが集える居場所・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。
実際のカフェ活動の様子やコロナ禍での工夫などをご紹介しますので、興味・関心のある方は
ぜひご参加ください♪

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、皆様の協力により早期発見を可能にする
仕組みを作り、高齢者の安全と家族等の安心をサポー
トするものです。
当センターが閉庁している夜間・祝休日に行方不明に
なった場合にも対応できるようになりました。

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。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。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口　　
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。

①登録票と利用申出書（同意書）
※用紙は基幹包括支援センターいずみさの窓口　　
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）②直近の写真（写真データの持ち込みも可能）
③印鑑③印鑑

上記、3点を
基幹包括支援センターいずみさのへ
持参してください。

①泉佐野警察署へ「行方不明届」を提出後、基幹包括支
援センターいずみさのへ連絡をください。包括職員より
配信内容や配信範囲を聞き取りします。

①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
②認知症の診断を受けている方（診断書の提出または、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）

③満40歳以上の泉佐野市に住所を有する方

※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。
警察への届け出の際に利用申出書と情報提供シート
を受け取り、記入後に、泉州南広域消防本部消防指令
センター（469-0119）へ連絡の上、記入した書類をFAX
（464-1990）してください。自宅にFAXがない場合は最
寄りのコンビニよりFAXできます。

②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いま
す）

本人確認を行なったご家族は、警察署・基幹包括支援セ
ンターへ連絡をして下さい。発見情報を協力員・協力機
関へ配信し、情報の削除を行ないます。

声をかけ（驚かせない・急かさない・自尊心を傷つけな
い）、安全な場所へ移動し、泉佐野警察署へ連絡をして
下さい。

・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
……など

個人賠償責任保険（上限1億円）※示談交渉サービス付き

①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書①加入申請書（兼）介護認定情報等閲覧同意書
②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）

②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）

地域交流カフェ活動実施主体連絡会

参加
無料

やっぱりええやん♪やっぱりええやん♪
地域のつながり♪地域のつながり♪

中町子育て広場では、子どもたちが思い思いのおもちゃ
で自由に遊んだり、保育士の先生と一緒に歌を歌った
り、工作をしたりして楽しい時間を過ごします。
保護者の方同士での交流もしながら楽しく遊んでいま
す。ぜひご参加ください♪

今年で小ざくら広場は10年が経ち、これまでたくさん
の子どもが参加されました。七夕やクリスマスなど季
節の行事や保護者も楽しめる茶道体験の催し、保健セ
ンターの健康指導といった育児の情報提供も企画して
います。ぜひ、一度覗いてください。

中町子育て広場小ざくら広場　

中町支部福祉委員会二小地区福祉委員会
地区
福祉委員

会

活動紹介

【日　時】第１・第 3水曜日10：00～ 11：30
　　　　（第３水曜日はカフェと併設）
【場　所】中町会館
【対　象】町内居住の就学前の幼児と保護者
【参加費】無料

【日　時】第 2・4木曜日10：00～ 11：30
　　　　 
【場　所】高松町総合会館
【対　象】二小地区内居住の就学前の幼児と
　　　　　保護者（保護者のみも可）
【参加費】無料（町会未加入者は1回 100円）

※祝祭日、年末年始、お盆は休み

保
育
士
の
先
生
に
よ
る

絵
本
の
読
み
聞
か
せ
♪

み
ん
な
で
一
緒
に

七
夕
か
ざ
り
を
作
り
ま
し
た
♪

子育てサロンの情報はインスタグラムアカウント
@shappy-kosodateをフォローしてください！

インスタグラム

※今後の状況に合わせて
活動の開催判断をいたし
ます。

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

泉佐野市徘徊高齢者等SOSネットワークとは 認知症高齢者等個人賠償責任保険とは

登録方法

実際に発生したら

保険適用される例

保険加入の対象者

補償内容

発見されたら

申込方法

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の相談窓口

詳しくは▼

基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　（泉佐野市中庄1102）

TEL ： 072-464-2977　
FAX ： 072-462-5400

徘徊しているかもしれない人を発見したら

もしもに備
えて！！

もしもに備
えて！！
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※ホームレスの方の相談については、基幹包括支援センターいずみさのへお願いします。

対象となる世帯

対象とならない世帯

短期集中介護予防サービス事業短期集中介護予防サービス事業

ロコトレ教室ロコトレ教室

泉佐野市通所型泉佐野市通所型

介護保険は元気になるための制度です。いつまでも元気
に、住み慣れた地域で自分らしく暮らすために、介護保険
を活用しませんか。
泉佐野市介護予防事業として、日常生活での困りごと「で
きない」を「できる」を目指して、3～6ヶ月間短期的に、泉
佐野市・田尻町理学療法士会の理学療法士による運動支
援「ロコトレ教室」を実施しています。卒業後は、地域での
活動や趣味活動へつながるためのサポートもあります。 

週1回の教室参加と自主トレーニング支援
筋肉・骨・関節などの運動器の機能低下を予防・
改善により、生活機能の向上を図る

泉佐野市在住、65歳以上の要支援認定者
または事業対象者
※担当ケアマネジャーまたは、下記のお住まい地域の
　包括支援センターとの相談による申し込みが必要です。

対象者

内容

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2年度4月に新池圏域に先行開設された「包括支援センターしんいけ」に引き続き、10月1日より、
下記のとおり各生活圏域に全世代への相談支援を行う包括支援センターが開設されました。

2020年10月1日から、地域型包括支援センターが開設しています！

基幹包括支援センターいずみさの
（☎ 464-2977）

基幹型・機能強化型

地域型包括
支援センターの
業務

□ 妊娠届受付・母子手帳発行　　　　　　  □ 子育て相談
□ 高齢者相談（高齢者虐待対応を含む）　　□ 障がい者相談（障がい者虐待対応を含む）
□ 生活困窮者・ひきこもりの相談（就労支援や住居確保給付金事業、家計改善支援事業を含む）

名　称

泉佐野市社協

圏　域 新池中圏域

包括支援センター
しんいけ

第三中圏域包括
支援センター
ホライズン

佐野中圏域包括
支援センター
泉ヶ丘園

長南中圏域包括
支援センター
ラポート

日根野中圏域包括
支援センター
いぬなき 

三中圏域 佐野中圏域 長南中圏域 日根野中圏域

問い合わせ先 464-2366 458-0088 468-8103 490-2031 468-1170

受託法人 （社福）水 平 会 （社福）泉ヶ丘福祉会 （社福）常茂恵会 （社福）犬 鳴 山

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。
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html　

参加者の声

提供者の声

毎週楽しみに参加していま
す。自主トレーニングも頑
張っています！

参加者の「できる」「したい」
ことを実現するために、プロ
グラム内容を決めています。
必ず結果が出る教室です！

自転車に乗れるようになりました。

歩く姿勢がきれいに
なったと言われた
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11月7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

新家町支部
福祉委員会の
活動

前号に引き続き・・・

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。

善 意
  銀 行
令和2年8月～
令和2年9月末受付分

・人生道場
・匿　名
・成人会
・匿　名

200,000円
車いす2台
10,177円
衣料品2点

地域活動地域活動コロナに負けないコロナに負けない

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

長坂地区の新家町支部福祉委
員会では「敬老の日」にあわせ、
一人暮らし高齢者など地域で
の見守りが必要な方にプレゼ
ントを贈りました♪
プレゼントと一緒に素敵なメッ
セージと防災についてのチラ
シを添えて、いつまでも元気で
活気のある地域を願い、福祉
活動に取り組んでいます。

コロナ禍が続く中、様々な工夫、アイデアをこらしながら
地域に元気を届けている活動をご紹介します！
コロナ禍が続く中、様々な工夫、アイデアをこらしながら
地域に元気を届けている活動をご紹介します！

プ
レ
ゼ
ン
ト
配
り
の
様
子

素敵なメッセージ♪

防災についてのチラシ

Gathering information for fore
igners

参加費
無料

社協チャリティバザー
中止のお知らせ
社協チャリティバザー
中止のお知らせ

市民の皆さまに毎年たくさんの物品提供やバザーでの買い物を通
してご協力をいただいております「社協チャリティバザー」ですが、
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年 12 月に予定し
ておりました第 42 回社協チャリティバザーの開催を中止させてい
ただくことになりました。
楽しみにしてくださっている皆様には心よりお詫び申し上げます。
ぜひ次年度は開催できるよう考えておりますので、その際はご支
援・ご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。

●日　時● 11月19日（木）・12月17日（木）
　　　　 　　午前10時30分～11時30分
　　　　　　　　　　　　　（出入り自由）
●場　所 ● シャッピーハウス１階
　　　　　　（泉佐野市大西１丁目１６-５）
            　　1-16-5 Onishi Izumisano City

●対　象 ● 市内在住・在勤・在学の外国人
　　　　　（マスク着用でお願いします）　
●内　容 ●新型コロナウイルスの影響で、
　　　　　仕事がなくなったなどのご不安が
　　　　　ある外国人の方々同士で情報交換
　　　　　をおこないます。

【協力機関】 ica(泉佐野地球交流協会）・泉佐野市

Do you have troubles because of the Coronavirus?
Feel free to contact us!

コロナウイルスの感染
拡大に伴い、先のみえな
いくらしの中で、お互い
情報交換しませんか

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。

（順不同・敬称略） 

外国人のための外国人のための

情報交換のつどい情報交換のつどい

〈問合せ・申し込み〉　基幹包括支援センターいずみさの
　　　　　　　　TEL ４６４－２９７７　FAX ４６２－５４００


