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泉南市ボランティアセンター

まだまだ残暑が厳しい毎日ですが、
体調はお変わりないでしょうか?
ボランティアにご興味がある方、まずはお話しだけも！
お気軽にボランティアセンターへお越しください！
お待ちしています！！

★ボランティア募集情報★
高齢者施設での
書道 講師

高齢者施設での
編み物クラブ

講師

高齢者施設で、書道を教えていただける 高齢者施設で編み物・手芸等を利用者さま
方を募集しています！趣味でされている と一緒に、楽しく会話を交えながら、教え
方等、資格等は問いませんので、お気軽 て頂ける方を募集しています！お気軽に
にご連絡お待ちしております！
ご連絡お待ちしております！
◇ 活動場所：ケアハウス田園

◇活動場所：ケアハウス長寿苑
（泉南市信達六尾 547 番地）

◇活動日時：月１回
水曜日 13：30～１５：00

(泉南市幡代３丁目４４番)
◇日

時：月２回（１時間～１時間半）
詳細未定(ご相談に応じます)

（ご都合のよい水曜日で可、
時間はご相談に応じます）
＜発信：ケアハウス

ミニデイサービス「ぽぷり」

他にも色々な
ボランティアが

＜発信：ケアハウス田園＞

長寿苑＞

◇活動日時：毎週金曜日

あります！

９時 30 分～１４時 00 分

◇活動場所：泉南市総合福祉センター
（あいぴあ泉南）3F ヘルパー室

◇内

容

利用者様も募集中です！
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
までお問い合わせください

：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様と軽い体操
などを楽しみます。
＜発信：ミニデイサービス「ぽぷり」＞

２

義援金のお知らせ

平成 29 年
金融機関

口座番号

大分銀行 ソーリン支店

ゆうちょ銀行

大分県豪雨災害義援金
（普）7547430
00990-3-236117

(12 月２８日まで)

名義等
大分県共同募金会豪雨災害義援金
大分県共同募金会豪雨災害義援金

〇

大分銀行の本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。

〇

ゆうちょ銀行の本・支店及び郵便局窓口からの振込手数料は無料となります。

〇 上記以外の他銀行からの振り込み、ATM、ネットバンキング等を利用した場合の振込手数料は有料です。
〇

現金書留の場合
【あて先】〒870-0907 大分市大津市 2-1-41 社会福祉協法人大分県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用郵便」と明記してください。郵便料金が免除されます。

助成金のお知らせ（カッコ内は締切日）
◆ヤマト福祉財団

小倉昌男賞（９月１５日必着）

⇒障がい者の仕事づくりや雇用の創出、拡大、労働条件の改善などを積極的におし進め、
障がい者に働く喜びと生きがいをもたらしている方に助成
◆大和証券福祉財団（9 月 15 日消印有効）
⇒高齢者、障がい児者、児童等への支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティ
ア活動をしている方に助成
◆損保ジャパン日本興亜福祉財団（10 月 20 日必着）
⇒高齢者、障害者、子ども等に関する複合的な生活問題に、地域住民が主体となって
包括的な支援を行う活動をしている方に助成
♦公益財団法人 都市緑化機構（10 月１４日消印有効）
⇒身近な緑を守り、育てる活動(森づくり活動)をしている団体や、身近な緑を活用し、
次世代に緑との触れ合いの機会を創出する活動(環境教育活動)に取り組んでいる団体
に助成
♦生命保険協会（９月 30 日消印有効）
⇒高齢者を対象にした健康管理、自立支援、生きがい作り等の活動を
行っている団体に助成

♦読売光と愛の事業団（９月 30 日消印有効）
⇒障害者や高齢者の環境づくり、自立支援などや、困難な状況にある子ども
たちの支援をしている団体に助成

大阪府社会福祉協議会のＨＰもご覧ください
（http://www.osakafusyakyo.or.jp/joseikin/index.php）

３

8 月 11 日（金祝）に泉南市ボラン
ティアセンターのメンバーの方々が、
黄色いレシートキャンペーンの呼びか
け運動に参加しました。皆さん頑張っ
てお声をだしていただいていて、祝日
ということもあり、たくさんのレシー
トが投函されました。
ご協力していただいた皆さま、
本当にありがとうございました。
投函されたレシートは、その合計金
額の１％分が助成金（ギフトカード）
としてイオンから贈呈され、
ボランティアセンターの
消耗品や必要な物品購入に
使わせていただいています。

泉南市社会福祉協議会が主催の市民交流事
業「とまりぎ」が７月２８日(金)の１４時から
開催されました。
「とまりぎ」は市内
在住の就学前の子ども
とその保護者、高齢者、
障がいのある方を対象
に行っており、大人気の
大型紙芝居やバルーンアートの他、かき氷や
ポップコーンや射的ゲーム、今年から新たに
アーチェリーゲームを行いました。参加され
た子ども達はとても楽しんでいました！泉南
市ボランティア連絡協議会をはじめ様々な方
にボランティアとしてお手伝いいただき、無
事終了しました。お手伝いしていただいた皆
さま、ありがとうございました。

●○次回のボランティアサロンのお知らせ○●

～☆心も身体も和らげる生き生きサロン☆～

場
講

所：あいぴあ泉南 1 階 大会議室
なかつかさ

師： 中 司

よしゆき

慶幸氏

(医療法人 晴心会 野上病院 理学療法士)

定 員： 25 名
参加費：１00 円（お茶菓子付き）
持ち物：タオル・飲み物
動きやすい服装
（軽い運動を行います）

申込受付期間：
9 月 4 日(月)～９月 20 日(水)
受付時間は平日の 9 時から 17 時 00 分です

※定員に達し次第締め切ります

お問い合わせ・申し込みは
泉南市ボランティアセンター及び
泉南市社会福祉協議会まで！

４

事務局より～～♫
皆さま、いつもお世話になっております！８月も３名ボランティアにご登録していた
だいた方がいて大変嬉しく思っております！ありがとうございます！
今月は、ボランティアサロンとボランティア研修会のご案内をさせていただいています
お忙しいと思いますが、是非ご参加お待ちしています！(*^_^*)

今年もボランティア研修会の時期がやってきました！
今回は和歌山方面へ向かい、
「南方熊楠顕彰館」の南方邸等を見学し、道成寺の名物で
もあります「絵説き説法」を聞いたりと、ボランティアさん同士交流を深め、楽しい時間
を過ごしていただきたいと思っております！
申込期間、定員数がございますので、申し込みはお早めにお願いいたします
皆様のご参加お待ちしております！

日 時：10 月 26 日（木）
8 時 30 分～17 時 00 分（予定）
集合場所 ：あいぴあ泉南 北側砂利駐車場（臨時駐車場）
※お車はできるだけ乗り合わせてお越しください
行 き 先：南方熊楠顕彰館 他（和歌山県田辺市）
参 加 費：３,000 円（当日徴収します）
対

定

員：60 名（お申し込み順です）

象：泉南市ボランティアセンターにご登録いただいているご本人のみ

申し込み期間：９月 11 日（月）～ 10 月 6 日（金）
※上記期間内のみ受付。期間内に定員に達した場合は、
申し込み受付を終了します。
お申し込み・お問い合わせ先：
泉南市ボランティアセンター 電話
FAX
泉南市社会福祉協議会
電話

４８３－０２９４（平日 10 時～16 時）
４８３－０３５３
４８２－１０２７（平日上記以外の時間）

■□お問い合わせ□■
泉南市ボランティアセンター
住
所
電
話
Ｆ Ａ Ｘ
メールアドレス
U
R
L
泉南市社会福祉協議会
電
話
F
A
X

〒590-0521 泉南市樽井１－８－47 あいぴあ泉南 3 階
０７２－４８３－０２９４
０７２－４８３－０３５３
sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp
http://sennan-shakyo.or.jp/^sennanvc/

０７２－４８２－１０２７
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しています。

