社 協 せ ん な ん

鳴滝地区

日は全 校登校日で

年くらい前から鳴滝小学

月

「平和の集い」

校の

今後も鳴滝小学校の伝統行

事として続けて下さい。

（鳴滝地区福祉委員）

いろんな世代の人々が
「気軽に話せる場所」
として、毎月2回オープンしてい
ます。
障がいのある方（家族の方）、障がいのある方を理解して下さる方、お気
軽にご参加ください。
と
き 毎月第1・3土曜日
11月は 6日・20日
の午前10時～正午
12月は 4日・18日
令和4年 1月は15日
場
所 あいぴあ泉南 １Ｆ 社会適応訓練室
主
催 泉南市社会福祉協議会
＊広報発行時での予定となりますので、新型コロナウイルスの影響がある場
合は、中止することもあります。ご了承下さい。
協
力 NPO法人 はぁとの会
問 合 先 泉南市社会福祉協議会 TEL 482－1027
参加費 無料
はぁとの会 TEL 471－6040
申込み 不要
080-4076-8138
（根来）

｝

泉南おもちゃの病院診察のお知らせ

こわれた
おもちゃの
日 時 11月27日
（土）・12月25日（土）・令和4年1月22日（土） 修理します！
の午前10時～午後3時
おもちゃ診察の受付時間は、午後２時30分までになります

所

泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）１Ｆ 社会適応訓練室
おもちゃの修理に興味あるメンバーを募集しています。
特に弱電（ＩＣ・Ｔｒ等）が得意な人を探しています
＊広報発行時での予定となりますので、新型コロナウイルスの影響
がある場合は、中止することもあります。ご了承下さい。

診察に
あたっての
お願い

問合先

泉南市社会福祉協議会

TEL 482－1027

て本当に良かったなあと思う

瞬間です。

昨年来、コロナ禍により十

分な活動が出来ていません。

今年も再開した矢先にまたも

や緊急事態宣言が発出されま

した。一日も早く「しんげっ

こ子育てサロン」に可愛い声

が聞こえる日の来ることを願

うばかりです。

最近、参加幼児が少なく

ヘルパー室

す。

～交流でつなぐ人とまち～

場

総合福祉センター（あいぴあ泉南）３階

なってきている中、今後の活

場所

6

年前の広島に原子

ただきます。
皆さま、お楽しみに♪

今から

どなたでも気軽にお話をしたり、運動や体操、脳トレ、ミニ講座、
小物を作り指を動かして脳を活性化できる場所を作る予定です。
令和４年１月よりスタート。詳しくは泉南市社会福祉協議会の
ホームページや Facebook・Instagram・Twitter に掲載させてい

動のあり方に つい てみ んなで

み ん な の 広 場 （仮称）

爆弾が投下されました。その

TEL 482－1027

相談を重ねています。

泉南市社会福祉協議会

日を忘れないために、平和登

問合先

これまで各方面のご協力を

ご近所つきあいも少なくなりつつある昨今、お互いに人との「つ
ながり」を大事にしながら、一緒に話してみませんか。
現在は新型コロナウイルス感染症の影響で「つどい」の開催は未
定ですが、状況が改善すれば各地域で「つどい」を開催していく予
定ですので、近くの会場でおこなう際にはぜひご参加下さい。

76

40

新家地区
得 ていろいろなお遊びをして

り、精神的な負担の軽減を目指しています。

8

ココロのふれあいの集い

明日へつなぐ会入会のご案内
「明日へつなぐ会」では、超高齢社会に暮らしている中で、私た
ちの身近におこりえる一人暮らし・病気・老後の悩み・家族の介護
等さまざまな課題について話しあい、問題の解決の糸口を探した

校日として子どもたちに夏休

みの最中なのに登校して歴史

いただき、
また昨年からイベン

たことに正面から向き合わず

トの数を増やしてきました。

福祉委員として「しんげっ

難しいことを避けてきた自分

今、振り返ってみて、こうし

こ子育てサロン」に関わって

がいることに気づきました。

このコロナ禍の間に自分自

から十数年になります。

「あと一年、園のバスまで送

を学び、先生たちと戦争の悲 「しんげっこ子育て
サロンに関わってきて 」

惨なこと、無駄なことなど話

し合いをする日になっており

ます。

年くらい前から協力

この活動に鳴滝地区福祉委

員会も

をしております。

身も充電し、これからの糧に

泉南市社会福祉協議会
TEL482－1027

迎です」「もう小学校に入学

■ 連絡先

この活動に参加した当時は

善意の預託ありがとうございました

（新家地区福祉委員Ｋ・Ｉ）

《金銭預託》 ＜順不同・敬称略＞
泉南ブロック
グラウンドゴルフ協議会
1,500円
（福祉基金）

したいと思っています。

道で出会ったお母さんのあい

◎令和3年9月◎

25

しました」

した。身近では父も母も健在

さつ。
「高校生になりました」道

善意銀行

戦争体験者もかなりおられま

で、父からは戦争の実体験と

滅多に会わないけれど、会

ですれ違った女の子の声。

家族の大変さを事あるたびに

えば必ず会釈してくれる男の

悲惨さと怖さ、母からは留守

聞かされていました。今思え

さんたちやお子さんとの出会

子。もう中学生でしょうか。

歳近くなり、認知症

ば貴重な話を聞いていたのだ

いにびっくりするやら感動す

などなど、思いがけないお母

になる前に若い人たちに自分

るやら。福祉委員になって、

と思います。

の知っていることをできるだ

そして子育てサロンに関わっ

私も

け伝えていきたいと思います。
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［注］
電子ゲーム機など修理できない場合もありますのでご了承下さい
☆壊れたおもちゃのカタログ、部品などがあれば持って来て下さい
☆原則無料ですが、電池など材料費は実費をいただきす。
☆診断してすぐに直せない場合もあります。
その時は入院（おあずかり）して対応することになります。

問合先 TEL 482－1027（泉南市社会福祉協議会）

社 協 せ ん な ん
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社会保険労務士による

年 金 相 談

障がいのある方や高齢の方、夫を亡くした妻等、年金の手
続き方法等、社会保険労務士が相談に応じる「年金相談」を
おこなっています。
お困りの方やこんなときはどうすれば？と思っている方が

令和3年度

歳末見舞品事業申請に
ついてのご案内

社会福祉協議会では「歳末たすけあい募金」から、在宅で寝たきり
の高齢者を介護している世帯に対して、歳末見舞品（毛布）を配付し
ますので、希望される方は申請して下さい。
対

象

れている世帯（寝たきりの期間については、３ヶ月以

ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
日

時

毎月第４月曜日

場

所

あいぴあ泉南１階

午後１時30分～３時30分

原則、市内において寝たきりの高齢者を在宅で介護さ
上の方になります）

申込について

相談室１

地域ごとの民生委員児童委員による申請となりますの
で、12月13日
（月）
までにお近くの民生委員児童委員に
申し込んで下さい。（担当民生委員児童委員がわから

＊相談は予約制です。予約は随時受け付けます。

ない場合は、下記の社会福祉協議会事務局までお問い

相談時間はお一人60分間です。

合わせ下さい）

相談の際は年金加入歴・傷病歴がわかるもの等、必要書

（民生委員児童委員に関係書類を配付するスケジュー

類をご用意して下さい。

ルにより、社会福祉協議会事務局へのお問い合せは、

連絡先

せんなんピアセンター TEＬ 482-0114 FAX 482-2117

ひとり暮らし高齢者の
調査の実施について（お知らせ）
泉南市社会福祉協議会では、概ね11月初旬～12月下旬頃（地
域によって調査実施時期に違いがでることもあります）まで
に、市内の原則65歳以上のひとり暮らし高齢者で「ひとり暮ら
し高齢者カード」登録希望の方を対象に民生委員児童委員に依
頼し、調査をおこなっています。
前年度以前からご登録いただいている方については、調査期
間中に黄色の登録カードを持って更新に民生委員児童委員が訪
問させていただきます。
また今年度から新規でご登録を
望まれる方の中で、ご自身がお住
まいの地域の担当民生委員児童委
員がわからない方につきまして
は、社会福祉協議会まで問合せい
ただきますようお願いします。

11月29日
（月）
以降でお願いします）
見舞品配付に 12月24日
（金）
以降に担当民生委員児童委員により配って
ついて
いただきます
問

合

先 泉南市社会福祉協議会 事務局 TEL482－1027

ひとり暮らし高齢者
おせち料理配食事業申請のご案内

令和3年度

社会福祉協議会では「歳末たすけあい募金」で、70歳
以上のひとり暮らし高齢者に対して
「おせち料理」を配食
しますので、希望される方は申請してください。
対

象

申込について

に申し込んで下さい。（担当民生委員児童委員がわ
からない場合は、下記の社会福祉協議会事務局まで
お問い合せ下さい）
（民生委員児童委員に関係書類を配付するスケ

じ ぶん

え がお

だれもが自分らしく笑顔いっぱい
あんしん

く

と安心して暮らせる

ち いきしゃかい

地域社会をめざします。
ただいま、
とうろく

り よう しゃ さま ぼ しゅうちゅう

登録ご利用者様募集中！
！
き がる

ジュールにより、社会福祉協議会事務局へのお問い
合せは、
11月29日（月）以降でお願いします）

Instagram（インスタグラム）始めました！

Instagram には写真を投稿して情報
を発信します。
発信内容としては
・社協の事業紹介や活動について
・ボランティアの紹介について
・イベント情報
などを投稿しています。

そうだん

お気軽にご相談ください。
〒590-0521 泉南市樽井9丁目22番17

TEL・FAX 072-425-0131
E-Mail/niconico25@zeus.eonet.ne.jp

下記のQRコードを読み取ると
Instagramの投稿を見られます！

多彩なメニューで
皆様に笑顔と元気を
お届けします。

地域ごとの民生委員児童委員による申請となりますの
で、12月13日（月）
までにお近くの民生委員児童委員

問合先 泉南市社会福祉協議会 TEL 482－1027
泉南市
社協で

原則、市内の70歳以上のひとり暮らし高齢者

費

用 おせち料理 1 食につき、自己負担金2,000円徴収します

配食について

12月30日（木）の午前中に担当民生委員児童委員に
より配っていただきます
（民生委員児童委員からの手渡しとなるため、
午前中は
必ず家に在宅していただきますようお願いします）

問

合

先

泉南市社会福祉協議会

事務局

地域に愛される
会社を目指します
株式会社カナリア
〒590-0533 泉南市中小路1-16-14
ケアショップ

カナリア

T E L: 072-484-2323
FAX: 072-484-2333

カナリア ヘルパーステーション
T E L: 072-485-1313
FAX: 072-484-2333

TEL 482－1027

