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今までいろいろな人々や制度に助けても
らった過去があり、仕事を辞めずに続けら
れたのは感謝しかない。この社会に恩返
しを少しでもできる市民後見人に興味を
持ち、オリエンテーションに参加しました。

令和4年5月28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

施設の内容

利用案 内

現在使用の際は、コロナ対策を実施
して頂き密を避けるため、それぞれ定
員数1/2で貸出ししています

【受付時期】
　令和４年５月１０日（火）まで（土日祝日を除く）の
　午前９時から午後５時まで。
　　　（郵送の場合は期間内必着）

【申込・問合先】　
　泉佐野市社会福祉協議会（☎４６４－２２５９）
　申込書類は窓口での配布または泉佐野市社協ホームページ
（https://izumisanoshakyo.or.jp/）からダウンロードができます。

・原則として泉佐野市に在住する1人だけを担当し、
　週1回程度　訪問します
・預貯金の管理や支払い手続き
・市役所などの各種手続き
・福祉サービスの利用や入院時の契約
・担当している方の支援やサービスが適切かの見守り

［市民後見人の役割］

●手術などの医療行為に関する同意　●介護や家事　
●ご本人の身元保証人　●葬儀の喪主　　…など

[市民後見人の役割ではないこと]

認知症や障がいなどにより判断能力が
十分でない人は、預貯金などの管理、
介護サービスなどの契約を結ぶことが困
難な場合があります。このような方に対
して、必要な支援となるのが成年後見制
度となります。

市民後見人は、高額な財産や親族間の争い
などがない比較的安定した状態の方を担当
します。
対象者の方に寄り添いながら、権利や財産、
尊厳ある暮らしを支援します。
後見活動を行っていく中で、困ったことや相
談したいと思った時には市・社協や専門家
（弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職）
と連携し、あなたを全力でサポートします！

成年後見制度とは？

会議室をご利用ください
社会福祉センターの２階には大・小会議室があります。一般貸出もしていますのでご利用ください。

市民後見人は家庭裁判所から成年後見人として選ば
れたごく普通の市民のことを言います。
特別な経験や資格はいりません！あなたのやる気が必
要です！！
泉佐野市では、いままで18名の市民後見人が誕生し、
現在 4名の方が活躍中です！

市民後見人とは？

令和4年　6月～7月頃、大阪府内全8か所で開催予定

大阪府社会福祉協議会　権利擁護推進室 検索

【正規職員】

２　階・・・大会議室（定員　１２０名）
　　　　小会議室（定員　 ５０名）

日程 （詳細は市報5月号・大阪府社会福祉協議会
　権利擁護推進室ホームページに5月頃に掲載予定）

令和4年度

★市民後見人になるためには　まずはオリエンテーションに　参加しよう！

やりがいが
みつかるかも！！

市民後見人って
大変？

成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけた
ボランティアの市民として、報酬を前提としない後見活動に取
り組んでいます！

どんなことを
しているの？

〇利用手続き
　使用する場合は、所定の申請書により福祉センター１階受付窓口で申し
　込みをして下さい。
　なお、申請書は泉佐野市社会福祉協議会ホームページからダウンロー
　ドできます。
　申請方法▶メールまたは窓口にて申請書をご提出ください。
〇休館日
　日曜日と国民の休日、年末、年始（１２月２９日から１月３まで）

１．業務内容　会計事務・一般事務・窓口対応等
２．採用予定人数　　1名
３．受験資格　
　　〇学校教育法による大学・短大・専門学校を卒業　　　
　　　している人
　　〇普通運転免許を有する人
　　〇昭和５７年４月２日以降に生まれた人
　　（※根拠法令：労働施策総合推進法施行規則第　　　　
　　    １条の３第１項３のイ）
　　〇基本的なPC操作（エクセル・ワード）が可能な人

【非常勤職員】
１．業務内容　生活困窮者支援に関する相談対応・事務
２．採用予定人数　　若干名
３．受験資格　
　　〇普通運転免許を有する人
　　〇基本的なPC操作（エクセル・ワード）が可能な人
　　〇学歴・年齢は不問
　　※社会福祉士・精神保健福祉士等の相談職としての
　　　資格や経験を有する人は尚可。

午　前

9：00
　　～12：00

小会議室

大会議室

利用時間

８１㎡

１８０㎡

2,000円

5,400円

２,３00円

６,300円

２,３00円

６,300円

５,400円

１４,300円

13：00
　　～16：30

17：00
　　～20：30

9：00
　　～20：30

午　後 夜　間 全　日

問い合わせ▶市立社会福祉センター TEL  072-464-2563

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

市民後見人の
声

市民後見人養成講座

泉佐野市社会福祉協議会　職員募集中です！

https://izumisanoshakyo.or.jp
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申込み・問い合わせ：基幹包括支援センターいずみさの　（☎464-2977　Fax462-5400）

各コース　先着12名

5/9（月）10時～受付
開始

①iPhone（アイフォン）コース　第1水曜日　14：00～15：30
②Android（アンドロイド）コース　第3水曜日　10：00～11：30

泉佐野市内在住の65歳以上かつスマホをお持ちの方で、
全10回（6月～翌年3月）参加できる方。

コープ泉佐野店2階集会所（泉佐野市市場西3丁目2-45）

基本操作、アプリの入れ方、LINE（基本、応用）、
地図アプリ、カメラアプリ（基本、応用）

スマホの基本操作や LINE、テレビ電話や地図アプリの使い方などを楽しく、
わかりやすく説明します。スマホを使いこなし、趣味や活動の範囲を広げてみ
ませんか？指先を使うことで脳を活性化することもできます。初心者向けです
ので、気軽にご参加ください。

※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

新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、経済の状況や人々の生活様式の変化により様々な課題が表面化するなか、
社会福祉の実践や地域活動においても、試行錯誤の取り組みが行われています。
これはこの間で新たに生じた課題というだけではなく、これまでの制度の対象となっていなかった部分や、潜在化していた
課題に対する動きでもあり、今後検討が必要なテーマとしても重要といえます。
本会は、変化していく状況の中においても、「誰もが住み慣れた家庭や地域で、共に支えあい、自分らしく、安心して生活
することができる豊かな社会福祉の実現」を目指し、第 3 次泉佐野市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、各事
業を推進します。

住民主体の組織である社協の核となる理事・評議
員と職員の連携を深め、組織強化を図ります。
◆理事会・評議員会・監査の実施
◆研修会の開催

①今年度中には、新型コロナ特例貸付の償還開始の時期を迎えることになり、経済・
雇用の悪化が継続している状況下において、生活に困窮している人が適切に支援につ
ながることができるよう、現在配置している生活困窮者自立支援機関担当職員や貸付
担当職員に加え、相談員の体制を強化します。
②今年度より地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化のため、行政と
ともに中核機関を設置し、地域住民への啓発を行うとともに、関係機関や本会でこれま
で実施している日常生活自立支援事業や市民後見人活動支援との連携を図ります。

市内14地区福祉委員会およびその支部福祉委員会
をはじめとした地域の活動主体への支援を通じて、
地域の支えあい活動の推進を図ります。
◆連絡会等の開催
◆講習会・講座・研修会等の開催
◆助成金の交付
◆地域福祉活動計画の推進
◆社会資源の把握と情報発信　　等

◆災害時避難行動要支援者に対する支援・配慮の
　啓発
◆災害ボランティア事前登録事業の推進
◆災害時図上訓練用マップの提供および訓練の実
　施支援
◆子育て世代が地域とつながる防災イベントの開
　催
◆被災地への職員やボランティアの派遣　等

◆ボランティアセンター事業
◆善意銀行事業
◆サロン・ド・ボランティア推進事業
◆ボランティアグループ支援事業
◆シャッピーハウス・シャッピー喫茶の管理運営
◆講座・研修を含めた各種イベントの開催

◆心配ごと相談所の開設
◆心配事相談所出張相談の開催

◆福祉車両及び車イスの貸し出し
◆有償協力員派遣事業「おたがいさまの会」の
　実施

◆総合相談・権利擁護
◆包括的・継続的ケアマネジメント支援
◆介護予防事業
◆在宅医療・介護連携の推進
◆泉佐野市・田尻町介護支援専門員連絡会の事務
　局運営
◆認知症施策推進事業

今年度はお
おむね

5団体を募
集

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！

昨年に引き続き、「さのトレ体操」をはじめたい
団体を募集します！

日時

場所

対象

内容

無料 ※テキスト代として300円実費負担となります。
※アプリダウンロード等、講義中に使うデータ通信料は各自負担受講料

シニア・初心者向け
スマホ教室
（全10回）

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。

※応募団体多数の場合は、抽選の上、おおむね5団体に決定しますのでご容赦ください。

なお、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。

「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

【
募
集
す
る
団
体
】

【
５
つ
の
支
援
を
し
ま
す
】

3月29日  評議員会にて、
令和 4 年度泉佐野市社会福祉協議会事業計画・予算が承認

令和3年度第3回評議員会にて、令和4年度社会福祉協議会事業計画および予算が承認されました。

事業計画・予算の詳細は、本会ホームページにて公開しています。

〔１〕法人運営関係

【令和4年度新規事業】

〔２〕地域福祉事業の推進

〔３〕災害に強い街づくり事業の推進

〔４〕ボランティアセンター事業の推進

〔５〕総合相談事業の推進

〔６〕在宅福祉活動の推進

〔７〕高齢者世帯への支援

令和4年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）令和4年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）
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令和4年度　事業別予算［支出］

じゃんけんゲームで
大盛り上がり♪

指折り体操で
脳トレ！

お喋りも弾みます♪
お菓子は個包装で★

車いす体験や高齢者疑似体験の依頼を受け、何を感じてほ
しいかを先生とお話し、体験をする学習だけでなく自分の立
場に置き換えて考える機会や、日常生活で何ができるかを
考える時間にできるよう心がけています。障がいのある方や、
地域で活動するボランティアさんから直接お話を聞き、質問
をできるコミュニケーションの時間も大切にしています。

配布日時：  5月14日（土）午前10時～11時
　　　　   6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）

西佐野台支部福祉委員会では、２月から新たなコミュニティ
カフェとして、「みんなのちゃのま」をオープンしています。
おいしいお茶やコーヒー、お菓子を囲みながら皆で楽しい
時間を過ごしましょう♪
脳トレゲームや工作タイムもありますので、ぜひご参加くだ
さい。

◆自立支援協議会（地域包括ケア会議）専門部会の
　運営
◆権利擁護
◆就労支援体制の確立

◆大阪府生活福祉資金等の貸付相談・申請窓口業務
◆生活困窮者自立相談支援事業
◆ひきこもり支援
◆フードバンクや寄付を活用した緊急支援の実施
◆外国人支援
◆新型コロナウイルス感染症の影響により生活困難
　になった人に対する相談支援

◆児童虐待の発生予防
◆総合相談支援
◆地域の子育て情報の収集と発信　等

家庭や職場以外の多様なつながりの存在が自殺を
踏みとどまらせるセーフティーネットになるという理
解のもと、様々な機関と協力して、「誰もが安心して」
地域づくりを進めていきます。

◆共同募金運動（10月～12月）
◆歳末たすけあい運動（12月）

◆専門相談
◆中核等の会議
◆市民後見人に対する養成と支援

◆社協だよりの発行　年6回
◆ホームページ等による福祉情報の発信
◆組織構成会員に対する社協備品の貸し出し

社協の日々の活動や様々なイベント・
ボランティア情報などもりだくさん。
ぜひごらんください！

社協のホームページを
ごらんください

介護支援サポーター事業〔7〕
 ¥1,730,000

障害支援区分認定調査〔8〕
¥8,457,000

有償協力員派遣事業 〔6〕  ¥1,160,000 社会福祉センター運営管理事業〔18〕  ¥22,274,000 
成年後見制度事業〔12〕  ¥10,000 

法人運営事業〔1〕〔13〕〔15〕  ¥28,323,000 

ボランティア活動推進事業 〔4〕  ¥6,516,000

生活支援コーディネーター事業〔2〕
　　　　　　　¥30,110,000

※カッコの数字は主に関連のある事業計画の
　項目番号の数字となっています。

地区福祉委員会活動推進事業 〔2〕
　　　　　　　 ¥40,572,000
善意銀行事業〔4〕  ¥1,162,000
共同募金配分金事業 〔3〕〔4〕〔9〕
　                     ¥1,303,000

資金貸付事業〔9〕  ¥7,250,000

福祉サービス利用援助事業〔14〕  ¥8,913,000基幹型包括支援センター事業 〔7〕～〔12〕
 ¥108,280,000

支出計
￥308,699,000地域型包括支援センター事業

〔7］～〔10〕
　　　　　　¥42,639,000

【日　時】毎月第１・第３水曜日　13：30～ 15：00
※時間内ならいつでも入退場フリー
【場　所】西佐野台町会館
【対　象】西佐野台在住の方

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。

一人でも多くの人が「福祉」に関心を持ち、日頃からお互いに助け
合う気持ちを育むことが、地域活動の担い手を育成することにもつ
ながります。「福祉」が特別のことではなく誰もが自分のこととし
て「ふだんのくらしにしあわせを」ととらえることができるよう支
えあい、学び合う機会を作ります。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的取り組み例 「小学校での福祉教育」

基本目標3▶ みんなで参加する地域をつくろう

福祉教育にみんなで関わろう行動3

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を対象に、地元産の
旬の野菜やお米等を無償配布します。

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！！

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♪

「みんなのちゃのま」

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。（3月時点）

佐野台地区　西佐野台支部福祉委員会

〔８〕障がい者世帯への支援

〔９〕経済的困窮世帯への支援

〔１０〕子育て世帯に対する支援

〔１３〕広報宣伝活動と備品の貸し出し　

〔１４〕日常生活自立支援事業

〔１５〕社協会員組織の充実と自主財源強化

〔１６〕共同募金事業の推進

〔１７〕民生委員児童委員協議会との連携

〔１８〕市立社会福祉センターの管理運営
〔１１〕地域自殺対策強化事業

〔１２〕中核機関
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令和4年　第1回
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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5月25日(水)、6月22日(水)
時間　13：30～15：00
場所　社会福祉センター2階　大会議室

福祉車両の寄贈ありがとうございま
した！

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
　　メール　sanovc@izumisanoshakyo.or.jp

ボランティア
グループ紹介 歌体操

「かがやき」
寝たきりに「ならない」「させない」「つくらない」
老化予防・健康増進を目標に定例会や施設等
で楽しく和やかに活動しています。
一緒に活動する仲間を募集しています。

アンダーツリー株式会社様より、福祉車両（日産セレナ）の寄贈
を受けました。
福祉車両の貸し出しサービス事業にて活用させていただきます。
貸し出し対象などの詳細は、泉佐野市社会福祉協議会までお問合
わせください！（072－464－2259）

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

シャッピーハウス掘り出し市

いずみさの福祉活動
応援助成金のご案内令和3年度

善意銀行報告

善意銀行寄付者

物品寄付

善意銀行は、「広く地域住民の善意による金銭及び物品の寄託を受け、これを地域の社会福祉の
発展に寄与すべく適正に配分・運用すること」を目的に、昭和41年4月に設置されました。地域住
民の皆様からの善意の金銭や物品の預託を受け、それを地域の福祉活動のために払出しを行っ
ています。

【対象】
(1) 泉佐野市内を活動の場としていること
(2) 非営利団体であること
(3)上記項目をすべて満たし、かつ市民を対象とした地域福祉
　  活動事業であること

【助成種類】
(1) 新規事業立ち上げ費助成　上限10万円
(2 )事業費助成　　　　　　　上限５万円

　事業対象期間  ・・・ 令和５年4月１日～令和６年３月31日
　申 請 期 間 ・・・ 令和４年５月9日～８月31日まで

詳しい内容については、ホームページ(https://izumisa-
noshakyo.or.jp/)をご覧になるか、ボランティアセンターまで
お問い合わせください。

【申請受付までの流れ】
申請受付開始5月9日→応募締め切り８月３１日→審査１１月頃
→審査結果通知 １月末予定→助成金交付 令和５年４月以降
→事業完了報告
事業完了後1カ月以内  3月実施の場合は15日以内

人生道場

泉佐野モラロジー事務所

二小②民生委員

チャリティショップ売上金

（順不同・敬称略）

1,200,000円

30,000円

20,000円

25,900円

社協ふれあいクリスマス会への助成

障がい児者ふれあい交流会への助成

ボランティアグループ応援助成金

心配ごと相談事業への助成

81,155円

17,852円

102,310円

105,400円

大阪マスク　1,000枚

おもちゃ（ダンボール2ケース分）

布３巻、手芸用品

カットバン優　800箱

ベビーチェア

食料品　12点

食料品
（お米40㎏、粉ミルク、インスタント食品等）

株式会社トータルベネフィット

新谷篤子

植田生子

祐徳薬品工業株式会社

匿名

日本たばこ産業株式会社岸和田支店

法人への寄附者

1,000,000円

4,000円

匿名

匿名

公益社団法人

　　泉佐野青年会議所

払い出し先

大阪府共同募金会では、大阪府内で行う民間社会福祉事業、更生保護事業、その他社会福祉を目的とする事業
を行う法人・団体に対する助成申請を受付けます。

申請書受付期間 問合せ申請書受付期間 問合せ

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。

TEL 06-6762-8717　FAX 06-6762-8718
Eﾒｰﾙ ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
( 件名に「助成申請について」と明記してください )

※土日・祝日は郵送のみの受付となります。

2022年
５月2日（月）～20日（金）まで

赤い羽根おおさか 検索

大阪府共同募金会

泉佐野社協では、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、
だれもが安心して暮らせるまちづくりのために、泉佐野市内
の地域にねざした市民・ボランティアによる活動を奨励する
ための助成を行います。審査を経て助成決定を行います。

善意のご厚志ありがとうございました。

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。

■ ■令和４年度  共同募金助成申請受付（令和５年度事業対象）

入場無料のフリーマーケット！
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令和4年度　事業別予算［支出］

じゃんけんゲームで
大盛り上がり♪

指折り体操で
脳トレ！

お喋りも弾みます♪
お菓子は個包装で★

車いす体験や高齢者疑似体験の依頼を受け、何を感じてほ
しいかを先生とお話し、体験をする学習だけでなく自分の立
場に置き換えて考える機会や、日常生活で何ができるかを
考える時間にできるよう心がけています。障がいのある方や、
地域で活動するボランティアさんから直接お話を聞き、質問
をできるコミュニケーションの時間も大切にしています。

配布日時：  5月14日（土）午前10時～11時
　　　　   6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）

西佐野台支部福祉委員会では、２月から新たなコミュニティ
カフェとして、「みんなのちゃのま」をオープンしています。
おいしいお茶やコーヒー、お菓子を囲みながら皆で楽しい
時間を過ごしましょう♪
脳トレゲームや工作タイムもありますので、ぜひご参加くだ
さい。

◆自立支援協議会（地域包括ケア会議）専門部会の
　運営
◆権利擁護
◆就労支援体制の確立

◆大阪府生活福祉資金等の貸付相談・申請窓口業務
◆生活困窮者自立相談支援事業
◆ひきこもり支援
◆フードバンクや寄付を活用した緊急支援の実施
◆外国人支援
◆新型コロナウイルス感染症の影響により生活困難
　になった人に対する相談支援

◆児童虐待の発生予防
◆総合相談支援
◆地域の子育て情報の収集と発信　等

家庭や職場以外の多様なつながりの存在が自殺を
踏みとどまらせるセーフティーネットになるという理
解のもと、様々な機関と協力して、「誰もが安心して」
地域づくりを進めていきます。

◆共同募金運動（10月～12月）
◆歳末たすけあい運動（12月）

◆専門相談
◆中核等の会議
◆市民後見人に対する養成と支援

◆社協だよりの発行　年6回
◆ホームページ等による福祉情報の発信
◆組織構成会員に対する社協備品の貸し出し

社協の日々の活動や様々なイベント・
ボランティア情報などもりだくさん。
ぜひごらんください！

社協のホームページを
ごらんください

介護支援サポーター事業〔7〕
 ¥1,730,000

障害支援区分認定調査〔8〕
¥8,457,000

有償協力員派遣事業 〔6〕  ¥1,160,000 社会福祉センター運営管理事業〔18〕  ¥22,274,000 
成年後見制度事業〔12〕  ¥10,000 

法人運営事業〔1〕〔13〕〔15〕  ¥28,323,000 

ボランティア活動推進事業 〔4〕  ¥6,516,000

生活支援コーディネーター事業〔2〕
　　　　　　　¥30,110,000

※カッコの数字は主に関連のある事業計画の
　項目番号の数字となっています。

地区福祉委員会活動推進事業 〔2〕
　　　　　　　 ¥40,572,000
善意銀行事業〔4〕  ¥1,162,000
共同募金配分金事業 〔3〕〔4〕〔9〕
　                     ¥1,303,000

資金貸付事業〔9〕  ¥7,250,000

福祉サービス利用援助事業〔14〕  ¥8,913,000基幹型包括支援センター事業 〔7〕～〔12〕
 ¥108,280,000

支出計
￥308,699,000地域型包括支援センター事業

〔7］～〔10〕
　　　　　　¥42,639,000

【日　時】毎月第１・第３水曜日　13：30～ 15：00
※時間内ならいつでも入退場フリー
【場　所】西佐野台町会館
【対　象】西佐野台在住の方

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。

一人でも多くの人が「福祉」に関心を持ち、日頃からお互いに助け
合う気持ちを育むことが、地域活動の担い手を育成することにもつ
ながります。「福祉」が特別のことではなく誰もが自分のこととし
て「ふだんのくらしにしあわせを」ととらえることができるよう支
えあい、学び合う機会を作ります。

第3次計画（令和3年度～８年度）

具体的取り組み例 「小学校での福祉教育」

基本目標3▶ みんなで参加する地域をつくろう

福祉教育にみんなで関わろう行動3

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を対象に、地元産の
旬の野菜やお米等を無償配布します。

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！！

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♪

「みんなのちゃのま」

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。（3月時点）

佐野台地区　西佐野台支部福祉委員会

〔８〕障がい者世帯への支援

〔９〕経済的困窮世帯への支援

〔１０〕子育て世帯に対する支援

〔１３〕広報宣伝活動と備品の貸し出し　

〔１４〕日常生活自立支援事業

〔１５〕社協会員組織の充実と自主財源強化

〔１６〕共同募金事業の推進

〔１７〕民生委員児童委員協議会との連携

〔１８〕市立社会福祉センターの管理運営
〔１１〕地域自殺対策強化事業

〔１２〕中核機関
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申込み・問い合わせ：基幹包括支援センターいずみさの　（☎464-2977　Fax462-5400）

各コース　先着12名

5/9（月）10時～受付
開始

①iPhone（アイフォン）コース　第1水曜日　14：00～15：30
②Android（アンドロイド）コース　第3水曜日　10：00～11：30

泉佐野市内在住の65歳以上かつスマホをお持ちの方で、
全10回（6月～翌年3月）参加できる方。

コープ泉佐野店2階集会所（泉佐野市市場西3丁目2-45）

基本操作、アプリの入れ方、LINE（基本、応用）、
地図アプリ、カメラアプリ（基本、応用）

スマホの基本操作や LINE、テレビ電話や地図アプリの使い方などを楽しく、
わかりやすく説明します。スマホを使いこなし、趣味や活動の範囲を広げてみ
ませんか？指先を使うことで脳を活性化することもできます。初心者向けです
ので、気軽にご参加ください。

※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

新型コロナウイルス感染拡大の影響が長期化し、経済の状況や人々の生活様式の変化により様々な課題が表面化するなか、
社会福祉の実践や地域活動においても、試行錯誤の取り組みが行われています。
これはこの間で新たに生じた課題というだけではなく、これまでの制度の対象となっていなかった部分や、潜在化していた
課題に対する動きでもあり、今後検討が必要なテーマとしても重要といえます。
本会は、変化していく状況の中においても、「誰もが住み慣れた家庭や地域で、共に支えあい、自分らしく、安心して生活
することができる豊かな社会福祉の実現」を目指し、第 3 次泉佐野市地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、各事
業を推進します。

住民主体の組織である社協の核となる理事・評議
員と職員の連携を深め、組織強化を図ります。
◆理事会・評議員会・監査の実施
◆研修会の開催

①今年度中には、新型コロナ特例貸付の償還開始の時期を迎えることになり、経済・
雇用の悪化が継続している状況下において、生活に困窮している人が適切に支援につ
ながることができるよう、現在配置している生活困窮者自立支援機関担当職員や貸付
担当職員に加え、相談員の体制を強化します。
②今年度より地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化のため、行政と
ともに中核機関を設置し、地域住民への啓発を行うとともに、関係機関や本会でこれま
で実施している日常生活自立支援事業や市民後見人活動支援との連携を図ります。

市内14地区福祉委員会およびその支部福祉委員会
をはじめとした地域の活動主体への支援を通じて、
地域の支えあい活動の推進を図ります。
◆連絡会等の開催
◆講習会・講座・研修会等の開催
◆助成金の交付
◆地域福祉活動計画の推進
◆社会資源の把握と情報発信　　等

◆災害時避難行動要支援者に対する支援・配慮の
　啓発
◆災害ボランティア事前登録事業の推進
◆災害時図上訓練用マップの提供および訓練の実
　施支援
◆子育て世代が地域とつながる防災イベントの開
　催
◆被災地への職員やボランティアの派遣　等

◆ボランティアセンター事業
◆善意銀行事業
◆サロン・ド・ボランティア推進事業
◆ボランティアグループ支援事業
◆シャッピーハウス・シャッピー喫茶の管理運営
◆講座・研修を含めた各種イベントの開催

◆心配ごと相談所の開設
◆心配事相談所出張相談の開催

◆福祉車両及び車イスの貸し出し
◆有償協力員派遣事業「おたがいさまの会」の
　実施

◆総合相談・権利擁護
◆包括的・継続的ケアマネジメント支援
◆介護予防事業
◆在宅医療・介護連携の推進
◆泉佐野市・田尻町介護支援専門員連絡会の事務
　局運営
◆認知症施策推進事業

今年度はお
おむね

5団体を募
集

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！

昨年に引き続き、「さのトレ体操」をはじめたい
団体を募集します！

日時

場所

対象

内容

無料 ※テキスト代として300円実費負担となります。
※アプリダウンロード等、講義中に使うデータ通信料は各自負担受講料

シニア・初心者向け
スマホ教室
（全10回）

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。

※応募団体多数の場合は、抽選の上、おおむね5団体に決定しますのでご容赦ください。

なお、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。

「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

【
募
集
す
る
団
体
】

【
５
つ
の
支
援
を
し
ま
す
】

3月29日  評議員会にて、
令和 4 年度泉佐野市社会福祉協議会事業計画・予算が承認

令和3年度第3回評議員会にて、令和4年度社会福祉協議会事業計画および予算が承認されました。

事業計画・予算の詳細は、本会ホームページにて公開しています。

〔１〕法人運営関係

【令和4年度新規事業】

〔２〕地域福祉事業の推進

〔３〕災害に強い街づくり事業の推進

〔４〕ボランティアセンター事業の推進

〔５〕総合相談事業の推進

〔６〕在宅福祉活動の推進

〔７〕高齢者世帯への支援

令和4年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）令和4年度泉佐野市社会福祉協議会　事業計画（抜粋）
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今までいろいろな人々や制度に助けても
らった過去があり、仕事を辞めずに続けら
れたのは感謝しかない。この社会に恩返
しを少しでもできる市民後見人に興味を
持ち、オリエンテーションに参加しました。

令和4年5月28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

施設の内容

利用案 内

現在使用の際は、コロナ対策を実施
して頂き密を避けるため、それぞれ定
員数1/2で貸出ししています

【受付時期】
　令和４年５月１０日（火）まで（土日祝日を除く）の
　午前９時から午後５時まで。
　　　（郵送の場合は期間内必着）

【申込・問合先】　
　泉佐野市社会福祉協議会（☎４６４－２２５９）
　申込書類は窓口での配布または泉佐野市社協ホームページ
（https://izumisanoshakyo.or.jp/）からダウンロードができます。

・原則として泉佐野市に在住する1人だけを担当し、
　週1回程度　訪問します
・預貯金の管理や支払い手続き
・市役所などの各種手続き
・福祉サービスの利用や入院時の契約
・担当している方の支援やサービスが適切かの見守り

［市民後見人の役割］

●手術などの医療行為に関する同意　●介護や家事　
●ご本人の身元保証人　●葬儀の喪主　　…など

[市民後見人の役割ではないこと]

認知症や障がいなどにより判断能力が
十分でない人は、預貯金などの管理、
介護サービスなどの契約を結ぶことが困
難な場合があります。このような方に対
して、必要な支援となるのが成年後見制
度となります。

市民後見人は、高額な財産や親族間の争い
などがない比較的安定した状態の方を担当
します。
対象者の方に寄り添いながら、権利や財産、
尊厳ある暮らしを支援します。
後見活動を行っていく中で、困ったことや相
談したいと思った時には市・社協や専門家
（弁護士・司法書士・社会福祉士の専門職）
と連携し、あなたを全力でサポートします！

成年後見制度とは？

会議室をご利用ください
社会福祉センターの２階には大・小会議室があります。一般貸出もしていますのでご利用ください。

市民後見人は家庭裁判所から成年後見人として選ば
れたごく普通の市民のことを言います。
特別な経験や資格はいりません！あなたのやる気が必
要です！！
泉佐野市では、いままで18名の市民後見人が誕生し、
現在 4名の方が活躍中です！

市民後見人とは？

令和4年　6月～7月頃、大阪府内全8か所で開催予定

大阪府社会福祉協議会　権利擁護推進室 検索

【正規職員】

２　階・・・大会議室（定員　１２０名）
　　　　小会議室（定員　 ５０名）

日程 （詳細は市報5月号・大阪府社会福祉協議会
　権利擁護推進室ホームページに5月頃に掲載予定）

令和4年度

★市民後見人になるためには　まずはオリエンテーションに　参加しよう！

やりがいが
みつかるかも！！

市民後見人って
大変？

成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけた
ボランティアの市民として、報酬を前提としない後見活動に取
り組んでいます！

どんなことを
しているの？

〇利用手続き
　使用する場合は、所定の申請書により福祉センター１階受付窓口で申し
　込みをして下さい。
　なお、申請書は泉佐野市社会福祉協議会ホームページからダウンロー
　ドできます。
　申請方法▶メールまたは窓口にて申請書をご提出ください。
〇休館日
　日曜日と国民の休日、年末、年始（１２月２９日から１月３まで）

１．業務内容　会計事務・一般事務・窓口対応等
２．採用予定人数　　1名
３．受験資格　
　　〇学校教育法による大学・短大・専門学校を卒業　　　
　　　している人
　　〇普通運転免許を有する人
　　〇昭和５７年４月２日以降に生まれた人
　　（※根拠法令：労働施策総合推進法施行規則第　　　　
　　    １条の３第１項３のイ）
　　〇基本的なPC操作（エクセル・ワード）が可能な人

【非常勤職員】
１．業務内容　生活困窮者支援に関する相談対応・事務
２．採用予定人数　　若干名
３．受験資格　
　　〇普通運転免許を有する人
　　〇基本的なPC操作（エクセル・ワード）が可能な人
　　〇学歴・年齢は不問
　　※社会福祉士・精神保健福祉士等の相談職としての
　　　資格や経験を有する人は尚可。

午　前

9：00
　　～12：00

小会議室

大会議室

利用時間

８１㎡

１８０㎡

2,000円

5,400円

２,３00円

６,300円

２,３00円

６,300円

５,400円

１４,300円

13：00
　　～16：30

17：00
　　～20：30

9：00
　　～20：30

午　後 夜　間 全　日

問い合わせ▶市立社会福祉センター TEL  072-464-2563

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

市民後見人の
声

市民後見人養成講座

泉佐野市社会福祉協議会　職員募集中です！

https://izumisanoshakyo.or.jp




