社 協 せ ん な ん

1 2020年9月1日発行

ボランティアセンターだよりは最終面

第 137 号

あいを育む

発行

社会福祉
法
人

泉南市

住所

〠590-0521

泉南市社会福祉協議会
広報編集委員会
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

赤い羽根 共同募金にご協力お願いします
～ 想いつながる、やさしさひろがる ～

令和2年度

令和2年度目標額

令和元年度実績額

3,679,200円

2,257,280円

70,000円

70,765円

街頭募金

180,000円

182,827円

バッジ募金

480,000円

480,000円

学校募金

130,000円

129,242円

職域募金

150,000円

149,163円

4,689,200円

３，
269,277円

戸別募金
法人・個人募金

合

計

10月1日
（木）
～12月31日
（木）
www akaihane.or.jp

（ 街頭募金については新型コロナウイルスの影響により中止すること
）
もあります
集められた募金のつかいみち
泉南市社協では、皆さまからいただいた募金を下記のよう
に活用させてもらっています。（令和2年度）

赤い羽根共同募金のしくみ
当該年度

・広報紙「社協せんなん」の発行
（年４回 市内全戸配布の１回分印刷に充当）
・・・・・・￥191,000
・小学校での福祉ボランティア教育事業
・・・・・・￥350,000
・心配ごと相談事業費（毎週木曜日午前中開催）
・・・・・・ ￥90,000
・ボランティアの育成・啓発・研修事業
・・・・・・￥232,000
・ひとり親家庭児童レクリエーション事業
・・・・・・￥349,000
・ボランティアフェスティバル

・・・・・・￥159,995

また、大阪府共同募金会の使いみちにつきましては、下記に
アクセスしていただければご覧になれます。
・赤い羽根データベース「はねっと」をご覧ください。
ＷＷＷ．ａｋａｉｈａｎｅ．
ｏｒ．
ｊｐ

法人・個人募金
学校募金

バッジ募金
職域募金

泉南市地区募金会
（泉南市社会福祉協議会が担当しています）

集約・送金

・ボランティアによる移送サービス事業（高齢者、障がい者）
・・・・・・￥161,000
・・・・・・ ￥50,000

戸別募金
街頭募金

募金

・ひとり暮らし高齢者配食サービスの実施
・・・・・・￥757,000

・明日へつなぐ会への助成

赤い羽根｜ 検索

共同募金運動は、社会福祉法に
基づき、厚生労働省から運動期間
を定められた全国運動です。ご協
力いただいた募金は、地域でのい
ろんな福祉活動の推進に役立てら
れていることから「じぶんの町を
良くするしくみ」として取り組ま
れています。
戸別募金、職域募金など身近な
ボランティアとして皆さまのご協
力をお願いします。

募金種別

泉南市共同募金目標額

大阪府共同募金会
配分
次年度

地域福祉事業
泉南市社会福祉協議会
より身近な地域事業へ

広域福祉事業
大阪府下社会福祉施設・団体
社会福祉施設・団体や草の根の
ボランティア活動の支援、
災害支援へ

令和2年度（令和元年度実績）

ご協力ありがとう
ございました

泉南市配分金
共同募金……… ¥2,339,995

歳末たすけあい運動
「歳末たすけあい運動」は、地域住民・ボランティア・民生委
員児童委員・福祉施設や各関係機関団体にご協力いただき、援助
や支援の必要な方たちが安心して新しい年を迎えられるようにさ
まざまな福祉活動をおこなっています。
今年度も 12 月１日～ 31 日までの１ヶ月間、募金運動を実施し
ます。みなさまからいただいた募金は、市内の援助を必要とする
方々に見舞金等として配分します。ぜひ、ご協力いただきますよ
うお願いいたします。

歳末たすけあい募金目標額
￥2,064,000
内訳
一
般 ￥2,044,000
法人個人 ￥
20,000

この広報は共同募金配分金で作成しています
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その後役員一同、何かでき
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の か け 声 と と も に 、 「 ＷＡ Ｏ

ることはないかと話し合い、

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20日、30日（８月は20日と25日、９月は15日と30日、12月は8日と15日、１月
は5日と20日、2月は2日と15日、３月は９日と30日になります）
○実施時間 10時～12時、13時～16時30分
○問 合 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。

グラウンドゴルフを通して健康づくり、新たな仲間
づくりをしませんか！
日
時 令和２年11月18日（水） 午前９時開会
（雨天の場合は、20日（金）に順延）
場
所 俵池グラウンド
参加対象 泉南市在住の60歳以上の方
参 加 費 一人 200円
（申込時にお支払いください）
申込方法 電話・来所にて（氏名・住所・電話番号）
10月16日（金）までに社会福祉協議会
事務局（482－1027）に申し込んでくださ

ク、医療崩壊、毎日暗い話ば
かりでした。その上、４月７
日緊急事態宣言が発令されて

コロナ感染拡大予防に伴い ４

わがサロンも自粛モードとな

体操２」を始めて３年。高齢

６月のお誕生日会は会員宅へ

善意の預託ありがとうございました

「地域のみんなが
気軽に集える場所」

り、一丘団地はゴーストタウ

者を中心に常に２０〜２５名

業者よりお弁当を取り、安否

泉南市社会福祉協議会
TEL482－1027

■ 連絡先

コロナ感染拡大を防ぐため、

ンのようでした。

の参加があり、週１回の開催

確認を兼ねて身近なことや暮

《物品預託》 ＜順不同・敬称略＞

月のお誕生日会は、やむなく

サロンに参加されていた

を 楽 しみ に し て お ら れ 「 体 調

らしぶりを話し、コミュニ

《金銭預託》 ＜順不同・敬称略＞
ソーイングクラブ
50,000円
（ボランティア基金）

不要不急の外出を避けて自宅

方々はどうしているだろう

が良くなった」との声も聞か

善意銀行

中止させていただきました。

か？何かできることはないか

ケーションを取り合いまし
た。会員の皆さまには事前に

れています。
また昨年より、区のスタッ

と考えて、委員長の発案で頭
の体操になるプリントを数枚

◎令和2年5月～7月◎

献 血 実 施 の お 知 ら せ

グラウンドゴルフ大会
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日常生活自立支援事業

温かいご協力ありがとうございました
市内に在住するバングラディシュ人の留学生等（約25人）が、
コロナの影響でバイト先の勤務日数の減少や休業により生活に
困っているということで支援をお願いしたいと、NPO法人KBS
（関西バングラディシュソサイエティ）から4月中旬に相談が社会
福祉協議会にありました。
そこで平成30年の台風被害の際、泉南市に多大なご尽力をいた
だいたボランティアグループさんからのご紹介で、グリーンコー
プ生活協同組合さんに食料支援をお願いしました。グリーンコー
プ生活協同組合さんより、たくさんの米・カップ麺・アルファ
米・冷蔵品等をご寄付していただき、留学生の皆さんにお渡しす
ることができました。
５月にも、再びKBSより大阪市内に住むバングラディシュの社
会人の方たちからの支援要請にもご尽力いただき、たくさんの食
料支援を実施することができました。
２度にわたって心あたたまるご協力をいただき、本当にありが
とうございました。

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

9月26日
（土）・10月24日
（土）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

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
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。
［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
診察に
あたっての ☆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。
お願い
その時は入院（おあずかり）して対応することになります。

問合せ先

福祉サービスの利用援助や、日常の金銭管理をお手伝いす
ることで、住み慣れた場所で安心して生活していただける応
援をします。相談は無料です。
対象となる方
泉南市内にお住まいの方で、認知症高齢者・知的障がい・
精神障がいが原因で判断能力が不十分な方。
＊契約時において本人がサービスの利用者を希望し、その意
思確認ができる方が対象になります。
サービスの内容
○福祉サービス利用援助
福祉サービスに関する情報の提供やサービスを受けるに
あたっての手続きなどを援助します。
○日常金銭管理サービス
必要な生活費をご自宅までお届けまたは事務所にて手渡
しします。
医療費や福祉サービスの利用料、家賃や公共料金などの
支払いを代行します。
○通帳・書類等の預かりサービス
預金通帳・年金証書・印鑑など保管を希望される必要な
書類を本会が契約する金融機関の貸金庫にて保管します。
＊サービスの利用にあたり、所得の状況に応じて年会費・
サービス利用料・貸金庫利用料等がかかります。
＊本事業は、大阪府社会福祉協議会 地域福祉部 権利擁
護推進室と連携して実施しています。
★連絡先

電話 482－1027

高齢者・障害者住宅改造相談

TEL 482－1027（泉南市社会福祉協議会）

ココロのふれあいの集い

泉南市社会福祉協議会

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。

「突然の身体の病気や事故等、また障がいの程度の変化により住
宅改修が必要になった」などの住宅に関する心配ごとや悩みなどに
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、相
談者の体の状態や住宅の改修・新築の方法をアドバイスし、制度の
紹介等をおこないます。
相談は無料です。必要に応じて自宅等に訪問します。

と

＊相談は予約制です。予約は随時受け付けます。

～交流でつなぐ人とまち～

き

毎月第1・3土曜日
9月は5日・19日
の午前10時～午後1時30分
10月は3日・17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 はぁとの会
参加費 無料
問合せ先 泉南市社会福祉協議会 TEL 482－1027
はぁとの会 TEL 471－6040
申込み 不要
080-4076-8138
（根来）

｝

ろんな
い

あ
１日体験

利用もできます

ニワ美容室
ふれる

日

時

毎月第４月曜日
午後１時30分～4時30分

（9月は14日に実施します）

連絡先

せんなんピアセンター
TEL. 482－0114 FAX. 482－2117

毎月20日・30日は

お 客さま感 謝 デ ー

見学随時

お気軽にお越し
ください

グループホーム

マッサージ機などいろいろあります

P 4,700台
無料駐車場

お気軽にお越しください。
ところ：信達市場2074-1
でんわ：484-2815
やすみ：毎週月曜日・第3日曜日

※駐車場のご利用は営業時間内
とさせていただきます。

情報がいっぱいの
HPはこちら！

この広報は共同募金配分金で作成しています

ゆうゆう
介護が必要な方のための
24時間体制の施設です。
泉南市信達市場394-1
TEL 483-0821（直通）
480-2075

