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第 136 号

あいを育む

発行

社会福祉
法
人

泉南市

住所

〠590-0521

社会福祉協議会
募集期間

5月1日～7月31日
今年度は新型コロナウイルスの影響により
募集期間が変わる可能性もあります

一人ひとりの力で支えられています
みんなで支え合い・たすけあい・住みよいまちづくり

令和元年度 会費実績額

2,545,500円

市町村の社会福祉協議会（以下、社協）は、地域の住民によるた
すけあい活動の仕組みづくりを進める社会福祉法で位置づけられた

令和元年度

民間の福祉推進団体です。

社協賛助会員とは、会費の納入によって恩恵を受けるといったメ
リットが生じる会員制度ではありません。社会福祉協議会や小学校
区単位に設置されている地区福祉委員会の活動に賛同して、支援し

社協賛助会員の種別

ていただくという意味のものです。
地域福祉活動への具体的な参加方法のひとつが社協の「賛助会員

●賛助会員
（個人）
●特別賛助会員

会費制度」です。みなさんから
の協力金が身近な地域を活性化
させていく大きな力となります

１口
１口

500円
1,500円

●申込方法

社協事務局または、各地区福祉委員会にて受付

気持ちをお願いします。

＊集められた会費の50％は社協の事業費に、残りの50％は
地区福祉委員会の活動費として還元しています。

組織構成会員 を 募集 します
社協の運営にご参加お願いします

令和2年度

共同募金配分申請受付
（令和３年度事業対象）

組織構成会員は、社会福祉に関する団体やさまざまな関係の組織・
機関が、社協の役員（理事・評議員・監事）として運営に参画してい
ただく制度です。

市内で活動する団体、組織
年
額
一口 5,000円
社会福祉協議会 TEL.482－1027

＊令和2年4月1日から随時

理事会15名

（会長・副会長含む）

専門部会・委員会

評議員会31名
組織構成会員（令和元年度 55団体）
市内の福祉団体や、さまざまな関係組織・機関・団体など
（地区福祉委員会、民生委員児童委員協議会、区長会など）
事

年額
年額

（法人・事業所・団体）

ので、たくさんのあたたかいお

監事2名

賛助会費の使いみち

地区福祉委員会へ活動費（還元金）
地区福祉委員研修会（委員長・委員）
ボランティアセンター運営費
在宅福祉事業（ハイキング・ウォーキング）
社会福祉協議会 事務費

あなたも社協賛助会員に

○対
象
○会
費
○申込・問合せ

泉南市樽井一丁目8番47号
泉南市総合福祉センター内
☎ 0 7 2（ 4 8 2 ）1 0 2 7

賛助会員会費 募集

社協ってどういうところ？

令和2年度

泉南市社会福祉協議会
広報編集委員会

務

局

対

象

大阪府内でおこなう民間社会福祉事業、更生保護
事業、その他社会福祉を目的とする事業をおこなう
法人・団体に対する配分申請を受付けます。

申請書 ①令和2年５月１日
（金）
～５月20日（水）まで
受付期間 ＊詳しくは大阪府共同募金会ホームページ参照
全国共通テーマである「地域から孤立をなくそう」に関わる事業をは
じめ、社会的課題を解決するための事業や社会福祉制度の
「はざま」を埋める事業、先駆的・開拓的な事業など、幅広い民間社会
福祉事業、地域に根ざしたさまざまな福祉活動の支援をおこなう。
また、重要助成テーマを『障がい児・者の福祉の増進』とし、障がい
児・者を支援する事業に対して積極的に助成する。

問い合わせ
大阪府共同募金会

T E L 06－6762－8717
FAX 06－6762－8718
メール ai-kibou@akaihane-osaka.or.jp
（件名に「配分申請について」と明記して下さい）

てくれます。そんな時は、今

り、いろいろな感想を聞かせ

とう」とお礼を言った子もあ

ドしてくれた友達に「ありが

な意見があります。またリー

日でも長く健康に暮らせるよ

皆さん、一緒に参加して一

ついてきたかなと思います。

ので、少しずつですが筋肉も

と足に重りをつけておこなう

しい一時間を過ごします。手

みんなで和気あいあいと楽

々と人数が増えてきました。

人位でした。一年位前から段

内ではありますが、満足のい

仕上げていきます。短い時間

で、スタッフも一緒になって

苦手な男性の方もおられるの

手の不自由な方や、手芸の

す。

思い浮かべながら準備をしま

ん・そのお母さん方の笑顔を

齢者の方々・小さいお子さ

ものを選ぶようにします。高

〈のびのび広場〉

下さいます。

制作等をして

や、いろいろな季節の

型絵本の読み聞かせ

森先生が来られて、大

ズ泉南保育園」から小

月一回「ニチイキッ

〈すなっきーず〉

﹇お知らせ﹈

西信達地区

私たち地区福祉委員は、毎
年も参加して良かった！と感
うに頑張りましょう。私もこ
のＷＡＯ体操で、より元気に

く可愛い作品が出来上がり、

昨年度から活動日時

「アイマスク体験授業」

年小学２年生のアイマスク体
じています。
また来年も子供たちについ

を第２月曜日の 時〜
贈っ たねずみ のポ チ袋を、
幼い孫がほおにスリスリして

時 分に変更しまし
た。

〈世代間交流活動〉

日に、老人集会場２階

ほのぼのサロンと同
ごんだとの声も聞かれました。

で茶道教室を開いてい

いる動画が送られてきて心な
新型肺炎禍で大変な年の幕

TEL 482－0114 FAX 482－2117

せんなんピアセンター

験授業のサポートをしていま
す。体育館にとび箱やマッ

いつも喜んで持って帰ってい

に頑張っていきたいと思って
います。
（鳴滝地区福祉委員）

ただけています。

なって地区福祉委員として、

Ｋ）

少しでも長く活動できるよう

ていけるよう、足腰を鍛えて
（西信達地区福祉委員

参加できるよう頑張ります。

ト・コーン等使ったカーブや
段差、狭くなった道など、先
生が工夫を凝らしたコースを
２人一組になり、一人がアイ

鳴滝地区

砂川地区

今まで作った作品の数々です！

マスクで目をふさいで相手の
子がリードし、様々な障害を

「ＷＡＯ体操に

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
の影響が続いている場合は、中止することもあります。
ご了承下さい。

明けとなりましたが、これか

今回は、下記の日時・場所にておこないます。

らも地域の方々に元気をお届

＊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続いて
いる場合は、中止することもあります。ご了承下さい。

問合せ先

けしていけるよう、活動して
いきたいと思っています。
（砂川地区福祉委員）

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

クリアしてゴールを目指しま
鳴滝地区のＷＡＯ体操は、

砂川地区福祉委員会の「ほ

るかを決め、また作り方を伝

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。

10

輪を広げていくことを目的にしています。

参加して」
区が主体となっておこなって

のぼのサロン」や「すなっ

参加したらまず、血圧をは

授してもらい当日に備えま

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

す。私たちは一組に一人ずつ
寄り添い、転んだりしてケガ

年 ４月から

一貫として時々手作りの作品
を作っています。

が、私が参加した当初は、校舎

かります。ビデオに合わせ

す。完全 に覚えるこ とは大変

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

「手づくりを楽しく」

をしないよう声かけや、時に
います。平成

で、３年近くになります。
毎週月曜日と木曜日で、午
後２時から老人憩いの家でお

きーず」では、プログラムの

は手を貸しながらサポートし
ていきます。ゴールに着いた
時は、無事何ごともなくて良
かったと思いま す 。

を使用して階段の上り下り・

て、約一時間体操します。月

ですが、スタッフの誰でもが

前もってスタッフが何をす

廊下・中庭等、距離も長いし

曜日は、脳トレ教室と重なっ

対応できるようになっておく

こなっています。

危険でしたので、とても気を

ている為小人数です。木曜日

今後も各地域を回りながら「つどい」を実施していく予定

30

「明日へつなぐ会」では、超高齢社会に暮らす者同士が集

高齢者・障害者住宅改造相談

てみませんか。

11

明日へつなぐ会「つどい」の開催のお知らせ

連絡先

TEL 482－1027

泉南市社会福祉協議会

今は体育館での体験です

遣ったことを思 い 出 し ま す 。

ことで、本番がスムーズに運

おかつ、作りやすく楽しめる

できるだけ安い材料費でな

びます。

は多少の入れ替わりもありま
年６月頃から参

人近くいます。

全員のチャレンジが終わ

すが、

私は平成

加していますが、その時は

5月16日（土） 午後１時30分～３時30分
砂川老人集会場

時
所

29

「障がいの程度の変化や突然の身体の病気により、住宅改修が必要になった」
などの住宅に関する悩み等について、１級建築士の資格を持つ住宅改造相談員
が自宅に伺い、その方や住宅等の状況にあった住宅の改修・
新築の方法をアドバイスし、制度の紹介等をいたします。
相談は無料です。必要に応じて自宅等に訪問します。
＊相談は予約制です。予約は随時受け付けます。
日 時 毎月第３月曜日 午後1時30分～4時30分
（９月は28日に実施します）

日
場

り、子どもたちの感想発表で
す。
「暗くてとても怖かった」、
「平気やった」など、いろん

20

30

30
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令和2年度

社会福祉協議会《重点目標》

令和2年度

【１】法人関係
①理事会の開催
②評議員会の開催
③部会・委員会の開催
④監事の監査
⑤役員・評議員・組織構成会員研修会の開催
⑥福祉と人権に関する取り組みの推進

（１）小地域ネットワーク活動の強化推進
（２）ボランティアセンターの機能強化
（３）第３次地域福祉活動計画の実践
（４）活性化検討委員会報告書における取り組みの検討
（５）福祉施設連絡会の運営

【２】財政関係
①社協賛助会員の増強
②組織構成会員の増強
③共同募金・歳末たすけあい運動の強化促進
④収益事業の強化促進
⑤善意銀行事業の強化促進
⑥各基金の増強

（６）自主財源の強化と基金の増強
（７）社協災害救援マニュアルの見直しと各種団体との連携

令和2年度

社会福祉協議会予算

【３】地区福祉委員会活動事業
①小地域ネットワーク活動の強化
②地区福祉委員会活動の活性化
③地区福祉委員（地域ボランティア）の養成
④福祉協力校との連携
⑤地区福祉活動研修会の開催
⑥地区福祉委員長会の開催
⑦小・中学生ボランティアの育成
⑧発達の気になる親子のサロン（未就学児）の開催
⑨福祉施設連絡会との連携
⑩社協災害救援マニュアルに基づく連携

（単位：千円）

収入の部

会費収入
積立資産取崩収入
1.317

負担金・その他収入
1,104
事業収入

2,816

寄附金収入

710

繰越金
12,650

2,850

収入

受託金収入
25,313

104,424

経常経費
補助金収入
57,664

【４】
ボランティアセンター事業
①ボランティアセンターの機能強化
②ボランティアの発掘育成及び需給調整
③次世代ボランティアの育成
④ＮＰＯ・市民活動団体との連携に向けたネットワーク
化構築の検討
⑤「ボランティアセンターだより」の発行（年４回 全
戸配布）
⑥ボランティア講座及び研修会の開催
⑦ボランティア活動に関する情報の収集及び啓発
⑧ボランティア通信「すまいる」の発行（登録者・公共
施設へ）
⑨ボランティアセンター ホームページの充実
⑩ボランティア連絡協議会所属グループの支援
⑪ボランティアセンター登録者の交流会の開催
⑫福祉教育の理解の向上
⑬災害ボランティア事前登録事業の強化
⑭社協災害救援マニュアルに基づく連携

支出の部
予備費
11,894

相談支援事業
16,911
資金貸付事業
640

法人運営事業
22,813
ボランティア活動事業
6,260

支出

104,424
地区福祉委員会活動推進事業
16,562

福祉サービス
利用援助事業
20,938

在宅福祉活動推進事業

369

【５】
日常生活自立支援事業（府社協受託事業）
①関係機関との連携
②ケース検討会議の開催
③日常生活自立支援事業の啓発
④日常生活自立支援事業の体制強化

善意銀行・基金運営・共同募金配分金事業 8,037

泉南おもちゃの病院診察のお知らせ

【 ６ 】障害者相談支援事業（市受託事業）
①せんなんピアセンターの機能強化
②ピアカウンセリング（当事者による相談）の実施
③障害者の地域生活に関するネットワークへの参画
④障害者の地域生活支援に関する情報の収集及び啓発
⑤小学生・中学生への体験事業の推進（点字器・車イス

こわれたおもちゃの修理します！
日

時

)

5月23日
（土）
・6月27日
（土）
・7月25日（土） 午前10時～
午後3時
8月22日
（土）
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

場

所

相続 遺言 贈与
会社設立 建設業許可
社会保険 労働保険

と

き

毎月第1・3土曜日

場

所

あいぴあ泉南

主
催
協
力
問合せ先

TEL 482－1027

済生会
新泉南病院

内科・外科・整形外科
放射線科・循環器科・婦人科
お気軽にご利用ください（要予約）
リハビリテーション科
社会保険労務士

〒598-0051 泉佐野市新町1丁目4-8

TEL 072-458-1055
（受付時間

平日10時～17時）

健康管理センター
TEL.072-480-5622
（健診センター直通）
〒590-0535
大阪府泉南市りんくう南浜3番7号
URL.http://www.saiseikaisennan.jp/

【10】総合相談事業
①心配ごと相談の実施
（毎週木曜日 午前９時から１２時）
②高齢者・障害者住宅改造相談の実施
（毎月第３月曜日 午後１時３０分から４時３０分）
③相談事業の啓発
【11】啓発・宣伝事業
①「社協せんなん」の発行（年４回
②社協活動の啓発・宣伝
③社協ホームページの充実

全戸配布）

【12】連絡・調整事業
①各種団体との連携
②他市社協との連絡調整
③関係機関・施設との連携
【13】調査・企画事業
①先進社協活動の調査・検討
②新規事業の企画・立案
【14】福祉施設連絡会の運営
【15】引きこもり支援体制の検討
【16】社協災害救援マニュアルに基づく連携
【17】災害時支援体制システム構築への参画
【18】新規委託事業等に関する対応の検討
【19】現行事業の成果検討
【20】社協事務局体制の強化
①検討委員会報告書における取り組みの検討
【２１】その他本会の目的達成に必要な事業

～交流でつなぐ人とまち～

１Ｆ

5月は2日・16日 6月は6日・20日
7月は4日・18日 8月は1日・15日

)

午前10：00～午後3：00

社会適応訓練室

■泉南店

【 営 業 品 目 】
○各種介護用品販売
（ポータブルトイレ、シルバーカー、
紙おむつ etc）
○各種介護用品レンタル
（ベッド、車イス etc）
○障害者・高齢者用住まいの
増改築

〒590-0521

大阪府泉南市樽井2丁目22-12
SCビル301号室

T E L（072）485-2629
FAX（072）485-2500

■本

社

〒590-0805 岸和田市田治米130-9

T E L（072）441-6696
FAX（072）441-1299

ホームヘルプサービス
ケアプランセンター

みらい訪問看護ステーション
LIFEステーションみらい
●ケアプラン作成 ●福祉レンタル販売
●訪問介護
●住宅改修
●訪問看護
●自費サービス 他
（家事代行）

安心できるみらいを私たちに
ご支援させて下さい
〒590-0521 泉南市樽井5丁目39-3

TEL（072）480-0305

ホームページ http://help-mirai.jp

参加費 無料
申込み 不要

介護福祉施設

特別養護老人ホーム

小規模多機能型居宅介護

1日体験お気軽に

まで

りんくう法務事務所

TEL.072-480-5618（代表）

【９】生活福祉対策事業
①大阪府生活福祉資金の貸付・償還・指導
②貸付調査委員会の開催

泉南市社会福祉協議会
NPO はぁとの会
泉南市社会福祉協議会 TEL 482－1027
はぁとの会 TEL 471－6040・ 080-4076-8138（根来）

※指定居宅サービス事業所

個別対応の無料相談会あります！

行政書士

【８】総合対策事業
①健康増進事業
（ウォーキング・ハイキング・グラウンドゴルフ）
②ひとり親家庭レクリエーション事業
③ひとり親家庭義務教育入学祝金事業

＊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続いている場合は、
中止することもあります。ご了承下さい。

［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。

泉南市社会福祉協議会

【 ７ 】地域福祉対策事業
①ひとり暮らし高齢者給食サービス事業
②ひとり暮らし高齢者おせち料理配食サービス事業
③寝たきり高齢者見舞品事業
④歳末見舞金事業
⑤車イス貸出事業
⑥当事者組織の活動支援
⑦移送サービス事業（リフトカー）

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。

＊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
続いている場合は、中止することもあります。ご了承下さい。

お問い合せ先

事業内容

体験セット・アイマスク・擬似体験セット）
⑥関係機関との連携
⑦障害者理解を推進するための啓発活動
⑧障害支援区分認定調査の実施
⑨障害者総合支援法に基づくサービス等利用計画
（ケアプラン）の作成

ココロのふれあいの集い

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

診察に
あたっての
お願い

社会福祉協議会

