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福祉バザーに商品を提供して下さい！

日時 12月９日（日）午後１時から売り出し 会場 泉南市総合福祉センター（あいぴあ泉南）大会議室
泉南市社会福祉協議会では、12月９日（日）に実施する福祉バザーの収益金で地域福祉事業をおこ
なっています。あなたの家に眠っている物品を福祉バザーに提供してください。商品の提供につきまし
ては下記の表のとおり、各地域に収集に伺いますのでお近くの収集場所にお越し下さい。

物品収集日程・場所・時間
日

程

日

午前（１０：００～１１：３０） 午後（１３：３０～１５：００）

程

一覧
午前（１０：００～１１：３０） 午後（１３：３０～１５：００）

１１月２０日（火） 市民交流センター

幡代老人集会場

１１月３０日（金） 奇勝集会所

西信達公民館

１１月２１日（水） 下村老人集会場

岡中老人集会場

１２月３日（月） 上村老人集会場

男里老人集会場

１１月２２日（木） 青少年センター

信達公民館

１２月４日（火） 一丘老人集会場

浜区民センター

１１月２６日（月） サンプラザ新家集会所

樽井老人集会場

１２月５日（水） 樽井第２老人集会場

東信達老人集会場

１１月２７日（火） 馬場老人集会場

兎田老人集会場

１１月２８日（水） 砂川集会所

サングリーン自治会館

１１月２９日（木） 新家公民館

サンハイツ和泉砂川集会所

12月3日（月）～以降

総合福祉センター（あいぴあ内）社協事務局
でも物品の受付をおこないます。

問合せ・連絡先

☆提供していただく物品（衣料品・日用品・家庭用品等）は
新品に限ります
食料品については、賞味期限内のものに限ります
☆野菜類・果物等の生鮮食料品の提供につきましては、
バザー
前日（12／８）
（土）にご持参いただくか、事務局にご連絡
ください

泉南市社会福祉協議会

４８２－１０２７

賛助会員会費〈新規・継続〉加入 ご協力ありがとうございました
平成30年度
地

区

会員数

新

家

１，
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信
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東
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砂

川

１，
１９６

雄

信

１５７

樽

井

４１８

鳴

滝

２３６

西信達

７８

一

丘

８０

合

計

４，
２６９

会

社協賛助会員会費一覧
費

賛助会費（500円）

金

額

７７８，
５００

特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）

２１８，
５００
４，
５００
１５０，
５００
３５，
０００
６１１，
５００

特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）

１０９，
５００
４５，
０００
２８２，
５００
５８，
５００
１４５，
５００
６，
０００

賛助会費（500円）

７８，
０００

特別賛助会費（1,500円）

１０，
０００

賛助会費（500円）

９２，
５００

特別賛助会費（1,500円）
賛助会費（500円）
特別賛助会費（1,500円）

２，
４６７，
０００
１５９，
０００

合

計

７７８，
５００
２２３，
０００
１８５，
５００
６１１，
５００
１５４，
５００
３４１，
０００
１５１，
５００
８８，
０００
９２，
５００
２，
６２６，
０００

総

額

６２６，
０００
¥２，
5月から7月末日にかけて、各地区福
祉委員会をつうじてお願いしておりま
した賛助会員会費の集計結果は表のと
おりご報告いたします。
ご協力いただきました賛助会費の
50％は、社会福祉協議会の事業費とし
て、残りの50％につきましては、各地
区福祉委員会での「会食会（交流）事
業」・「世代間交流事業」等の事業財源
として活用させていただきます。
また次年度
も多大なご理
解、ご協力を
いただきます
ようお願いい
たします。

まで気温が高いと６月の旅行

方も多くおられました。ここ

りカヌーを三隻作って下さい

域の方が牛乳パックで２人乗

今月の元気広場は、昨年地

がら準備して、一緒に遊び楽

る時は材料を用意して教えな

る時代ですが、昔の遊びをす

たちで作らなくても準備でき

も吹く道具もお店で調達でき

もちょっと考えものですが、

ました。一隻分で４００〜５

しい時間を過ごしています。

最高のプール日和となりまし

なにわともあれ皆さん元気に

００パック使ったそうです。

３ヶ月に一度の「元気広

ぐそばに設置されているミス

集合時間までにバスの場所ま

昨年は初めてで、乗る子供も

場」、土曜日の午前中の遊び

るそうです。今は何でも自分

京都伏見方面に行 ってきまし

で戻ってこられ、暑い中本当

世話をする先生方も緊張して

で毎回元気を貰っています。

た。

箱です。坂本委員長さんの用
た。月桂冠大倉記念館を見

にお疲れさまでした。

いましたが、今年はカヌーを

もう少し新しい参加者の増え

トシャワーの下で座っている

意して下さった、布や厚紙で
学、昔使われていた木桶・酒

また今回は酒蔵見学があっ

少し補強して、２回目でもあ

ることを願いながら、できる

信達地区

型を切ったり、布地に厚紙を
樽・櫂などの用具が展示され

たからでしょうか、いつもよ

り乗る子供たちもだいぶん慣

だけ身体に気をつけて続けて

参加して」
私は岡田浦に 嫁 い で 、 年

路の手前になり ま し た 。

今回は、丸型立方体の宝石

「牧野ふれあいサロン
京都伏見と平等院へ」

芯にして裏布地、厚紙、表布
ており、案内の方が当時の酒

りご夫婦での参加が多く委員

れていました。今年初めて乗

いこうと思っています。

たみ のお財布を教え ていただ

地をのりで貼りあわ せ直径 ９

造りの様子などをていねいに

一同とても喜んでいます。

る子供は、最初緊張していま

（福祉委員

現在は、山田俊之会長のい

きました。

㎝ の立方体蓋付き宝石箱が出

説明してくれました。見学の

「暑さでまいったよ」という

したが、慣れて一度濡れると

西信達地区

余りになります。その間郵便

来上がります。９月に入り、

最後には吟醸酒の試飲もあ

方もこれに懲りず、来年も参

後は平気で、鳴滝小の水深

名の皆さんと

局勤務や医療事務の仕事をし

組み 立てて仕上げるのを楽し

り、おいしくいただきまし

加お待ちしております。

日、

てまいりました。地域の方々

み にしていました。

た。また十石船や寺田屋など

６月

との交わりの少ない中、八十

教室終了後は、福祉委員の

もすぐ近くにあり、ぶらっと

る子供もおり、先生に注意さ

「いきいきサロンに

きいきクラブ（老人クラブ）
皆さんと「反省会」をひらい

街歩きには静かでほんとにい

れていました。

㎝ の円型プールにそのまま入

一方プールの外では、シャ

Ｎ・Ｊ）

に参加して、月２回の書道教
て下さり、お喋りをしながら

いところでした。
お昼ごはんは、記念館から

ボン玉遊びをしていました。

Ｈ）

室に通っています。また、坂
食事をしました。

（地区福祉委員

本萬里子委員長の地区福祉委

歩いてすぐのところにある

私たちの子供時代は、液も自

月にはバス旅行 の企画も

あり、地域の方々との和み の

「月の蔵人」という酒蔵を改

員会にも入会させていただ
き、「いきいきサロン」での手

輪を楽しみにしています。

分で作ってストローも麦わら

くらびと

作り教室にも行っています。

装したお店で、梁や柱に歴史
惠子）

（西信達地区福祉委員

いきいきサロンでは、布製

中谷

を切って使いました。今は液

のティッシュペーパーのカ

よい空間でおいしいランチを
いただきました。

善意の預託ありがとうございました

の重み を感じる、いごこちの

鳴滝地区

◎平成30年9月～◎

バーケースを作ったり、布地
の裏にレザーを貼った折りた

そしてお腹もいっぱいに
なったところで、次の目的地
は宇治の平等院です。ただ今

「土曜元気広場」
一週間前の土曜日は、大雨

年に一度の異常気象と
言われるほどの猛暑で６月と

警報が発表されていたのに梅

泉南市社会福祉協議会
TEL482－1027

■ 連絡先

名
30,000円（福祉基金）

匿

●

年は

はいえ、すでに外を歩きたく

雨が明けた今週の土曜日は、

《金銭預託》
〈順不同・敬称略〉
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ないような暑さ、平等院のす
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ボランティアのみなさん本当にありがとうございました
先日の台風21号にともなう家屋被害
等に際し、社会福祉協議会では自力で瓦
やトタン波板等がれきを片付けられない
高齢者や障がい者の方に対して、ボラン
ティアを募集し、職員と共にがれき撤去
の活動を９月11日（火）～９月17日（月）
にかけて実施しました。
急な呼びかけにもかかわらず、市内・
市外から延93名のボランティアに集まっていただき、25件の依頼が
あったニーズに対して作業をおこなっていただきました。本当にありが
とうございました。この紙面をもちましてお礼とさせていただきます。
また今回の災害にあたって、大阪いずみ市民生活協同組合さんから
お茶５ケース、
ＭＡＮ ＷＩ
ＴＨ Ａ ＭＩ
ＳＳ
ＩＯＮ
（マン ウィズ ア ミッション）
サポウィズさんよりブルーシート１００枚、
土のう袋３，
０００枚寄付いただ
きました。さらに軽トラダンプ１台を活動に際してレンタルしていただき
ました。ご協力大変ありがとうございました。

明日へつなぐ会 「つどい」の開催のお知らせ
「明日へつなぐ会」
では、超高齢社会に暮らす者同士が集まって私たちの
身近におこりえる一人暮らし・病気・老後の悩み・介護等さまざまな問題
について、話し合いつながりの輪を広げていくことを目的にしています。
ご近所付き合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、私たちと一緒に話しあってみませんか。
今後も各地域を回りながら「つどい」を実施していく予定ですので、近
くの会場で開催の際にはぜひご参加ください。
今回は、下記の日時・場所にておこないます。
日
時
11月4日（日） 午後１時30分～3時30分
場
所
ケアハウス亀寿の森（新家3321-2）
問合せ先
泉南市社会福祉協議会 482－1027

献血実施のお知らせ
毎月、下記日程で献血を実施しています。男性は17歳～69歳まで、女
性は18歳～69歳まで献血にご協力していただけます。（ただし65歳～69
歳の方は、
60歳～64歳までの間に献血されたことがある方に限られます）
○実施場所 イオンモールりんくう泉南ショッピングセンター
○実 施 日 毎月 第１火曜日 毎月20日
（20日が土・日・祝日の場合は30日）
○実施時間 10時～12時 13時～16時30分
○問合わせ 泉南市立保健センター（072－482－7615）
大阪府赤十字血液センター（072－423－3001）
＊大阪府内の献血場所の、ご案内は0120－326－759（フリーダイヤル）
で確認できます。

ココロのふれあいの集い

～交流でつなぐ人とまち～

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。
コーヒーでも飲みながら、話しませんか？お茶を用意して待ってます。

と

き

場
所
主
催
問合せ先

毎月第1・3土曜日

11月は17日
12月は1日・15日
H31年 １月は5日・19日

)

午前10：00～午後3：00

あいぴあ泉南 １Ｆ 社会適応訓練室
泉南市社会福祉協議会 協 力 特定非営利法人 はぁとの会
泉南市社会福祉協議会／あいぴあ泉南
参加費 無料
TEL 485－0707
はぁとの会
申込み 不要
TEL 471－6040・ 080-4076-8138

H30年度

ひとり暮らし高齢者
おせち料理配食事業申請のご案内

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
れるかたは申請してください。
象

■対

■申込について

原則、市内の70歳以上のひとり暮らし高齢者
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10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）
（ただし民生委員児童委員に関係書類を配付する都合
により、社会福祉協議会事務局へのお問合せは、
11月26日（月）以降でお願いします）

用 おせち料理 1 食につき、自己負担金 2,000円徴収
します

■費

■配食について

12月30日（日）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）

歳末見舞品事業申請についてのご案内
歳末見舞品事業申請についてのご案内

Ｈ30年度

社会福祉協議会では「歳末たすけあい募金」で、在宅において寝たき
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。
象

原則、市内において寝たきりの高齢者を在宅で介護
されている世帯（寝たきりの期間については、３ヶ
月以上の方になります）

■申込について

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10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）
（ただし民生委員児童委員に関係書類を配付する都合
により、社会福祉協議会事務局へのお問合せは、11
月26日（月）以降でお願いします）

■対

■見舞品配付に 12月25日
（火）
以降に担当民生委員児童委員により配っ
ついて
ていただきます

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
修理します！

日

時

11月24日（土）
おもちゃ診察の受付時間は、
12月22日（土） 午前10時～午後3時
午後２時30分までになります
H31年1月26日（土）

場

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

弱電回路（IC・Tr等）のおもちゃの修理に興味あるメンバーを募集しています。
ぜひ私たちと一緒に活動しましょう！

診察に
あたっての
お願い

［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。

お問い合せ先

あいぴあ泉南

TEL 485－0707

食を通じて皆様に
元気をお届けします。

泉南市信達牧野152-8
砂川駅東口前

岡田浦漁港
おかだうらぎょこう

「せんなんかるた」より

2018. 11
しも つき

霜月

センターだより
編集・発行

93号

支えられたり
支えたり

泉南市ボランティアセンター 泉南市ボランティア連絡協議会
泉南市樽井一丁目8番47号 TEL 072
（483）
0294 FAX 072
（483）0353
泉南市総合福祉センター
（あいぴあ泉南）
3階 sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp

ランティア連絡協
ボ
議
南市

〈和泉砂川駅前〉
第1火曜日
７時～８時（６・７・９月）
８時～９時（10～５月）

会

泉

駅前清掃「さわやか」は、月に一度、樽井駅前・和泉砂川駅前・
新家駅前の3か所で各地区のグループが、駅周辺の掃除・草刈り・
花壇の清掃・水やりなどをしています。年2回、花の苗の植え替え
もします。

駅前清掃「さわやか」

〈樽井駅前〉
第1金曜日
８時～ ９時（４～11月）
（12～３月）
９時～10時

グ

ル ー プ 紹 介

ボランティアひとりひとりが、大好きな花を通して、花の美しさ
に癒されながら、また、凛と咲く花の強さに勇気をもらいながら、
人と人とのふれあいを大切に、「花咲く街かど運動」である、花
いっぱいの街づくりを行なっています。

〈新家駅前〉
第２月曜日
８時～９時（７・９月）
９時～10時（10～６月）

フラワーボランティア募集中！
問い合せ
災害ボランティア
事前登録者

募集中！

泉南市ボランティアセンター

ボランティア活動報告

TEL 483-0294
9月～
10 月

ボランティアサロン

今夏は近畿でも、水害・地震・台風と、今までにな
いほど多くの災害に見舞われました。
こんな時、被災された方々にとって、生活の手助け
は大きな力になります。泉南市社会福祉協議会では、
事前にグループや個人でボランティア登録していただ
き、災害時に支援・応援をします。

9 月10日
（月）ボランティアサロン実行委員会が、「リ
ラックス笑いヨガ」を開催

竹の器でお正月のお花を
生けよう！

9 月17日
（月）泉南市ボランティア連絡協議会代表者が、
岡田陸区の敬老会でハーモニカを演奏

日 時 12月25日(火) 13時30分～15時30分

事前に災害ボランティア登録をすると

9 月18日
（火）駅前清掃「さわやか」が、ＡＢＣ委員会
の環境美化運動に参加

自然災害が起こったら…
泉南市および他市町村で自然災害が発生した場合、ボ
ランティア活動情報・災害ボランティアセンターのサ
ポート依頼などを、登録用紙に記入された通信手段で知
らせます。
普段からの取り組みとして…
災害ボランティア関連の講習会の情報を、随時知ら
せます。
申し込み・問い合せ
泉南市社会福祉協議会
TEL 072-482-1027 FAX 072-482-1618
泉南市ボランティアセンター
TEL 072-483-0294 FAX 072-483-0353
Eメール sennanshi-vc@sennan-shakyo.or.jp

～あなたの心に花ひらく～

くが

9 月19日
（水）紙芝居ボランティアグループ「拍子木」
が、浜区子育てサロンで紙芝居を実演
9 月20日
（木）訪問「そよ風」が、大阪府泉南支援学校
でレクリエーションの講師をしました

場

所

泉南市ボランティアセンター
（あいぴあ泉南 3F）

講

師

小山

定

員

25名（先着順）

こ やま

じゅんこ

順子さん

参加費

1500円（材料費）

持ち物

はさみ（あれば花ばさみ）

受

12月3日（月）～12月13日（木）

付

申込み

泉南市ボランティアセンター
（平日10時～16時）

9 月23日
（日）ボランティアセンター登録者が、グルー
プホーム「虹」のイベントでハーモニカ
を演奏

TEL 483-0294 FAX 483-0353
泉南市社会福祉協議会
（平日9時～10時・16時～17時30分）

10月23日（火） 点訳サークル「風」が、日本ライトハウ
ス情報文化センターを見学

TEL 482-1027 FAX 482-1618
※持ち帰り用の袋は用意します

10月30日（火） ボランティア研修会を催行
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編 集 の 窓

8

イオン幸せの黄色いレシート
キャンペーンって？

イオン株式会社の取り組み
の一環で、毎月 日、黄色い
レシートを通じて、ボラン
ティア団体やNPO法人を支
援しています。
泉南市ボランティア連絡協
議会も、イオンりんくう泉南
店のご協力で、集まったレ
シート金額の ％が還元さ
れ、活動に必要な物の購入に
役立てています。
月 日は、泉南市ボラン
ティア連絡協議会のメンバー
として箱を持ち、レジ近くに
立ちました。友人にも事前に
「私がその場にいなくても、
泉南市ボランティアセンター
と書いた箱にレシートを入れ
てね！」とお願いもしました
が、今回も皆さんの積極的な
ご協力があり、大変感激しま
した。
ただ、まだこのレシート
キャンペーンが浸透していな
いところもあり、不思議そう
に通り過ぎていく人や「レ
シートが必要なので入れな
かった」という人もあり、残念
に思いました。実は、レシー
トナンバーと金額を控える用
紙があり、それに記入すれ
ば、レシートは持ち帰ってい
ただけるのです！
私たちの活動月以外にも、
毎月 日、レシートを入れる
箱が店内に置かれています。
今後もご協力お願いします。
田中知子
11

折り紙で
作った祝い鶴も
ついてますﾖ♪

泉南市ボランティアセンターは、ボランティア活動の拠点です。気軽にお問い合わせください。TEL 483-0294（平日10時～16時）

