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泉南市ボランティアセンター

梅雨も明け、夏真っ盛りに向かっています。
ボランティアにご興味のある方、まずはお話しだけでも！
ボランティアセンターへお気軽にお越しください！！

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方 高齢者施設で編み物・手芸等を利用者さま
を募集しています！趣味でされている方 と一緒に、楽しく会話を交えながら、教え
等、資格等は問いませんので、お気軽にご て頂ける方を募集しています！お気軽に
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）

(泉南市幡代３丁目４４番)

◇活動日時：月１回
水曜日 13：30～１５：00

◇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：ケアハウス田園＞

＜発信：ケアハウス長寿苑＞
ミニデイサービス「ぽぷり」
詳細は、社会福祉
協議会までお問い
合わせ下さい！

◇活動日時：毎週金曜日
９時 30 分～１４時３０分

◇活動場所：泉南市総合福祉センター
（あいぴ泉南）3F ヘルパー室

◇内

容

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

：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
※

お問い合わせ・お申込みはボランティアセンターまたは社会福祉協議会まで

足の不自由な方のための
運転ボランティア

夏のボランティア体験プログラム
泉南市社協では、ただいま夏休み期間
限定の「ボランティア体験プログラム」
を開催中です！
市内高齢者・障がい者施設・子ども等の
ボランティアを受付していますので、ボ
ランティア未経験の方がお近くにいら
っしゃったら、「いまなら体験期間だ
よ！」とおすすめしてみてくださいね。
学生の方の課題などでもＯＫです！
詳細は体験プログラムホームページ

（http://www.osakafusyakyo.or.jp/volu
nteer/summerv.php）へ！

◇活動日時 随時
◇内
容
歩行困難な方や車いすを使用されている
方が、通院など生活の中で必要な外出をさ
れる時に、自宅から目的地まで送迎しま
す。（社協の車を使います。）
※登録時運転講習の受講・運転適性検査の
受診が必要です（費用は社協負担）
※“移送中事故保険”に加入しているので
もしもの時も安心です
＜発信：社会福祉協議会＞

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
♦公益財団法人 大和証券福祉財団（9 月 15 日当日消印有効）
⇒高齢者、障がい者、児童等への支援活動等や、東日本大震災及び熊本地震の被災者支
援活動に対するボランティア活動をしている方に助成

○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）

○ボランティアセンターの夏休みは、
8 月 11 日(金)～16 日(水)です。部屋を
使用したい場合は社会福祉協議会までお
知らせください。

次回、
『イオン幸せの黄色いレシー
トキャンペーン』の呼びかけ活動
は 8 月 11 日(金祝) 10 時～17
時当日お立ち寄りの皆さま、
ぜひご協力をお願いします。

３

義援金のお知らせ
地震、大雨等による災害
で、被災された方々の生活
支援等を図るため、義援金
の募集をおこなっており
ます。
皆様のご支援をよろしく
おねがいします。

平成２８年４月に熊本県熊本地方を震源とする地震に
より、県内各地において人的被害をはじめ家屋の倒壊
等甚大な被害が発生し、熊本県の全市町村に災害救助
法が適用されています。
皆様のあたたかいご支援、ご協力をお願い
いたします。

■大分県共同募金（9 月 30 日まで）
■熊本県共同募金会（3 月 31 日まで）
■中央共同募金会（3 月 31 日まで）

平成 29 年大雨災害義援金募集
金融機関

口座番号

（８月 31 日まで）

名義等

ゆうちょ銀行(※1)

00980-0-332036

福岡県共同募金会７月大雨災害義援金

福岡銀行 春日原支店
（※2）

（普）1932835

社会福祉法人福岡県共同募金会
会長 小川弘毅（ｵｶﾞﾜﾋﾛｷ）

西日本シテｲ銀行
春日原支店（※2）

（普）3063234

社会福祉法人福岡県共同募金会
会長 小川弘毅（ｵｶﾞﾜﾋﾛｷ）

※1 ゆうちょ銀行における窓口での振替料金は無料。
※2 福岡銀行、西日本シテｲ銀行については、全国の地方銀行（64 行）本支店からの振込手数料は無料。
※3 上記以外の他銀行、ATM 及びインターネットバンキングを利用しての振込みは手数料有料。

平成２９年秋田県大雨災害義援金募集（８月 31 日まで）
金融機関

口座番号

秋田銀行 本店営業部

（普）902756

社会福祉法人秋田県共同募金会

（普）304416

社会福祉法人秋田県共同募金会

北都銀行

本店

ゆうちょ銀行

00170-5-634690

名義等

秋田県共同募金会
秋田県大雨災害義援金

※ お振込の際は、窓口にて「秋田県大雨災害義援金」である旨を申し出てください。
か 上記金融機関の本店及び支店からの振込みは、平成 29 年 8 月 31 日まで無料となります。
※ 現金書留の場合
【あて先】〒010‐0922 秋田県秋田市旭北栄町 1‐5 秋田県社会福祉会館 2 階 社会福祉法人 秋田県共同募金会
※現金書留用封筒に「救助用封筒」と明記してください。郵便料金が平成 29 年 8 月 31 日まで
無料となります。

☆☆☆☆☆

事務局より～～♫ ☆☆☆☆☆

皆さま、いつもお世話になっております！７月も１名ボランティアのご見学をして頂いた方がいて、うれしく

４

思っております！今月より、ボランティアをしてくださっている方のお声をご紹介させて頂きたいとおもいます！
毎月ご紹介できるかわかりませんが、是非ご覧ください～！！

ボランティアさんのちょっと一言～♪♪
暑い中皆さんお元気でしょうか？今の季節にはまるとっておきのスイーツをご紹介します！

《トマトまるごとゼリー》
材料（２人分）

一度作ってみて下さ～い！
あっさりしておいしいですよ！！

つくり方

①トマト(中)・・２個

①ゼラチンは水に入れ、ふやかしておく。

はちみつ・・大さじ 1
レモン汁・・大さじ１弱

②トマトを湯むきする(ヘタに切れ目を入れ沸騰した湯につけ皮がめくれたら冷水に付ける)
③鍋に②のトマト・はちみつ・グラニュー糖・レモン汁を入れて弱火にかけ、

水・・・・・25ｍｌ

20 分ほど煮る。※キッチンペーパーでトマトを覆うと味がじっくりしみる

②水・・・・・200ｍｌ

④火を止め、③がひと肌ほどの熱さになったら①のゼラチンを加え混ぜる。

ｸﾞﾗﾆｭｰ糖・・25ｇ

⑤器にトマトをひとつずつ入れ、④のシロップを流し入れ、冷蔵庫で冷やし

ゼラチン・・3.7ｇ

固める。
ポイント・・トマトは強火にかけると煮崩れしやすいので弱火で加熱してください。

予
告
10 月に皆さまに楽しんでいただける
ような、ボランティア研修会を企画し
ております。これを機会にボランティ
アの皆さまで交流を深めませんか？

日程：10 月 2６日（木曜日）
※詳細は次号に記載しますので、
お楽しみにしていて下さい！！

日

時

9 月２７日（水）
13 時 30 分～15 時０0 分
場 所 泉南市総合福祉センター 大会議室
参加料 100 円（お菓子代）
持ち物 タオル・飲み物
動きやすい服装（軽い運動をします）
※詳細は次号に記載しますので、
お楽しみにしていて下さい！！

■□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するものです。

