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泉南市ボランティアセンター

めっきり寒くなり、年末年始に向け忙しい季節ですね。
それでも空いた時間を活用して、ボランティアをしませんか？

ボランティア最新情報
ボランティアアドバイザー（センター当番）
特別養護老人ホーム せんわ
特別養護老人ホーム 六尾の郷
なでしこりんくう
ライフポート泉南
グループホーム 平和苑
デイサービス 平和苑
このゆびとまれデイサービスセンター
上記施設にて、利用者の方とお話をする
ボランティアを募集しております。施設に
よって活動時間が異なりますので、詳しく
は泉南市社会福祉協議会にお問い合わせく
ださい。
【】
泉南市社会福祉協議会 TEL 482-1027

◇活動場所

あいぴあ泉南
３階ボランティアセンター
◇日 時 平日 10:00～13:00
13:00～16:00
（交代制 月１～２回）
曜日・時間等ご相談に応じます
◇内 容 ボランティアセンターにボラ
ンティアの相談で来られた方の応対をお
願いします。
また、ボランティアセンター
の電話応対や、泉南市ボランテ
ィア連絡協議会で集めているペ
ットボトルキャップ・古切手等
の整理などもお願いします。

＜発信：ボランティアセンター＞

ミニデイサービス「ぽぷり」
◇活動日時
◇活動場所
◇内

毎週金曜日 ９時 30 分～15 時
泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）
３階 ヘルパー室
容 あいぴあサロン（高齢者ミニデイサービス）に
て、スタッフとして利用者の皆さんと軽い体操
や手芸などを楽しみます。

参加者も募集中です！
対象：70 歳以上、もしくは障
がいのある方で、なるべく自
力であいぴあに来ていただけ
る方
※詳細は社会福祉協議会まで

２

助成金のお知らせ（カッコ内は締切日）
◆近畿ろうきんＮＰＯアワード
（１月３１日必着）

ただいま泉南市社会福祉協議会では、下記の義
援金の受付を行っております。お預かりした義援
⇒近畿２府４県の非営利の市民活動・ボ 金は、大阪府共同募金会を通じ、ご指定の被災府
ランティア活動を行う、NPO 法人と法人格 県へ届けられます。義援金をお考えの方は、どう
ぞ社協窓口をご利用ください。
のない任意団体に助成

◆全日本社会貢献団体機構
（１２月１６日必着）

岩手県台風 10 号大雨等災害義援金
【募集期間】平成 29 年 3 月 31 日(金)まで

⇒子どもの健全育成支援事業・熊本地震
【配分方法】義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分
復興支援事業・東日本大震災復興関連のコミ
【お問い合わせ】岩手県共同募金会
ュニティ支援事業：民間の非営利組織
TEL 019-637-8889 FAX 082-254-1975
大阪府社会福祉協議会のＨＰ
もご覧ください
URL:http://www.osakafusyakyo.
or.jp/joseikin/index.php

◎エプロン返却のお願い
オレンジのボランティアエプロンをし
ばらくご利用になられないボランティア
さんは、恐れ入りますが
ボランティアセンター
までご返却をお願いい
たします。
◎ボランティアセンターの冬休みは、

12 月 26 日（月）～1 月 9 日（祝）
です。

平成 28 年熊本地震義援金
【募集期間】平成 29 年 3 月 31 日(金)まで
【配分方法】義援金配分委員会を通じ、被災者へ配分
【お問い合わせ】熊本県共同募金会
TEL 096-354-3993 FAX 096-353-4566

11 月１６日（水）、長町幸子さんが
大阪府社会福祉ボランティア 知事表
彰を受賞しました。
長町さんは、平成 1５年度～１６年
度に泉南市ボランティア連絡協議会
会長を務められたほか、長年にわたり
様々なボランティア活動をしていただ
いています。
おめでとうございます!!

使用する場合は事務局までお知らせください。

今年もご協力ありがとうございました。
来年もどうぞよろ
しくお願いいたし
ます。
【事務局 阪本】

日
場

時：３月１２日（日）10:00～15:00
所：あいぴあ泉南

※舞台・体験・展示・飲食・パネル展示・ミニバザーなど

３

活 動 報 告
ボランティアサロン実行委員会

11 月 27 日（日）の午後 1 時から「第
13 回 紙芝居まつり」が、泉南市立文化ホ
ール展示室で開催されました。
この紙芝居まつりに出演する子どもたち
は夏休みに開催された「子ども手作り紙芝
居教室」の参加者です。さまざまな学年の
子どもたちが参加してくれました。また、
今回は過去の参加者にもご協力してもら
い、いつも以上に華やかな紙芝居まつりに
なりました。出演者は、この日にあわせて
一生懸命に練習し、緊張しながらも、世界
で 1 つだけの作品を披露してくれました。
「夏休み手作り紙芝居教室」・「紙芝居ま
つり」は今回をもちまして、
終わりを迎えることになり
ました。過去に参加された
方々、ご協力していただ

今年度 3 回目のボランティアサロンは「プ
リザーブドフラワーでクリスマスリースを
作ろう」でした。初めてリースに挑戦する方
も経験したことがある方も、これからクリス
マスに向けていい作品ができた人は多いの
ではないでしょうか。
製作後、そのままボランティア
センターでボランティアのイベ
ントやサロンの感想などの交流を
した後、終了となり
ました。

いた方々、本当にありが
とうございました。

日時：12 月 11 日（日）
13 時より売り出し
場所：泉南市総合福祉センター
（あいぴあ泉南）
バザー前日（12 月 10 日）まで社会福祉協議
会（あいぴあ泉南）でも受付いたします
みなさんの家に眠っている商品で、食品、
衣類、食器、日曜雑貨などの新品がありまし
たら、ご提供をお願いいたします！
＜お問い合わせ先＞
泉南市社会福祉協議会（TEL482-1027）

今回の講座では、川田クリニック院長 川
田 晃先生に講師としてお招きしました。講
座内ではアルコール依存症を中心に、依存
症の症状や治療法を実際にあった事例を絡
めながら教えてもらいました。
「お酒（アルコール）は、24 時間どこ
でも手に入るものではあるが、規制を受け
ていない薬物として注意が必要」とのこと。
その他、アルコール依存症は進行がとても
遅いので、いつから依存症になったのか特
定しにくいという特徴もあるそうです。
身近なところにもココロの病（依存症）
が潜んでいて、誰もがココロの
病と無関係ではないと気づける
講座でした。

予告

場
定
対

４

所：あいぴあ泉南 ３階 研修室１ 申込方法：上記期間中に、お名前、電話番号を
員：４０名
社会福祉協議会へお伝えください
象：講座内容に関心のある方、現在ボ

ランティア活動や防災活動に関
わっている方など
受付期間：１月１６日(月)～２月６日(月)

そ の 他：手話通訳等をご希望の方は、
１月 30 日（月）までに
お申し込みください

申込み先：泉南市社会福祉協議会
ＴＥＬ 072-482-1027
FAX
072-482-1618
次回のボランティアサロンは・・

予告

近年、様々な悪徳商法が多発し
ています。この泉南でも被害が増
加しているそうです。そこで、ど
のような悪徳商法があるのか、ど
ういった対策が有効なのかということを学
ぶサロンを計画しています。

平成 29 年 2 月予定! お楽しみ!!
詳細につきましては次号でお知らせいたします

11 月 13 日（日）に大阪府立大学 I-site なんば
２F で大阪府市町村ボランティア連絡会設立 20 周
年記念イベントが開催され、泉南市ボランティア連
絡協議会の代表が参加しました。
イベントでは他市町村のボランティア連絡会の
方々との交流や活動報告をする団体もありました。
普段では関わる機会の少ない他市町村のボラン
ティアさんと交流でき、違った視点からボランティ
アを見直すきっかけになったと思います。いただい
た資料はボランティアセンターに保管しています
ので、参考にしてください。
【事務局 阪本】

■□お問い合わせ□■
泉南市ボランティアセンター
住
所
〒590-0521 泉南市樽井１－８－47 あいぴあ泉南 3 階
電
話
０７２－４８３－０２９４
Ｆ Ａ Ｘ
０７２－４８３－０３５３
メールアドレス
sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp
U
R
L
http://sennan-shakyo.or.jp/^sennanvc/
泉南市社会福祉協議会
電
話
０７２－４８２－１０２７
F
A
X
０７２－４８２－１６１８
この「ボランティア通信すまいる」は共同募金配分金により作成するものです。

