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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
令和4年度　社協賛助会員会費一覧（中間報告）

　泉南市社会福祉協議会では、長引くコロナ禍等で生
活状況がひっ迫し、困っている状態の方たちにフード
ドライブ（食料支援）を行います。
　提供していただいた商品につきましては、泉南市社
協から市内の子ども食堂を運営する団体と、生活が困
窮されている方にご提供いただいた食料品をお渡しし
ます。
　つきましては、市内のみなさまにご協力いただき、
別表の通り収集を行いますので、下記の収集場所にご
自宅にある食料品をご持参いただきますようご協力を
お願い致します。

総　額
（中間報告）

¥２，１０３，５００

フードドライブ（食料支援）にご協力ください
～おうちのある食料品を分けていただけませんか～

11月14日（月）

11月15日（火）

11月16日（水）

11月17日（木）

11月18日（金）

11月21日（月）

11月22日（火）

11月24日（木）

11月25日（金）

11月28日（月）

幡代老人集会場

サングリーン自治会館

一丘老人集会場

樽井老人集会場

信達公民館

奇勝集会所

砂川老人集会場

男里老人集会場

下村老人集会場

上村老人集会場

市民交流センター

北野区民会館

新家公民館

兎田老人集会場

浜区民センター

鳴滝老人憩の家

サンプラザ新家集会所

西信達公民館

東信達老人集会場

樽井老人第２集会場

午後（13：30～15：00）日　程 午前（10：00～11：30）

・お米　・ミネラルウォーター
・インスタント食品、レトルト食品、缶詰等
　（日持ちのする食料品）

ご提供
いただきたい
食料品

※賞味期限1ヶ月前までを目安にお願いします。

※社協事務所に直接お持ちいただける場合は業務時間内にお願いします。

お問い合わせ先　  泉南市社会福祉協議会　☎ 072-482-1027

　今年度もコロナウイルス感染症の影響によ
り、募集時期が変更となり6月から9月末日にか
けて、各地区福祉委員会を通してお願いしてお
ります賛助会員会費の集計（中間報告）は表のと
おりとなっておりますので、ご報告いたします。
　コロナ禍による大変な状況の中、多くの方々
に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「サロ
ン（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。本当にあ
りがとうございました。
 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。
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だれもが自分らしく笑顔いっぱい
　　　　　　と安心して暮らせる
地域社会をめざします。

ただいま、
　登録ご利用者様募集中！！

　お気軽にご相談ください。

E-Mail/niconico25@zeus.eonet.ne.jp
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〒590-0521  泉南市樽井9丁目22番17

TEL・FAX 072-425-0131
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　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。

　8月23日(火)　ひとり親レクリエーション事業で、小学生の
お友だちと地区福祉委員さんと神戸に行ってきました。
　コロナが流行り出して中止していたバス旅行。中止していた
期間に以前参加してくれていたお友だちが「次はいつ行ける
の？また行きたい！」と言っていると地区福祉委員さんよりお
話があり、実施できたらなと思っていました。
　計画を立てだした頃には落ち着いていたのですが、開催日が
近づくにつれて増加する感染者数。また近辺でも感染者が増え
ているのを体感するようになっていました。開催についてどう
するかと、実行委員の地区福祉委員さんたちとどうするかと相
談をした上、前日に抗原検査を実施してもらっての参加を条件
に決行することになりました。
　当日の朝、抗原検査をクリアした皆さんがあいぴあに集合し
てくれた時は安心しました。
バスに乗って向かうは、神戸海洋博物館・カワサキワールド。
見るものや体験できるものもあり、皆さん楽しんでいました。
　昼食には中華料理を食べ、お腹パンパンになっていました。
その後は北野工房のまちでロウソクにアクリル絵の具で絵付け
を。皆さん集中して描いてオリジナルの可愛いロウソクが出来
ました。
　参加していただいた皆さんの思い出のひとつになったのであ
れば嬉しいです。同行し
ていただきました地区福
祉委員の方々も暑い中あ
りがとうございました。
　
　ひとり親レクリエー
ション事業は「赤い羽根
共同募金」の配分金で実
施しています

見舞品配付に
ついて

　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（ボアシーツ）を
配付しますので、希望される方は申請して下さい。

対　　　　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12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
合わせ下さい）

　　　　　　　（民生委員児童委員に関係書類を配付するスケジュー
ルにより、社会福祉協議会事務局へのお問い合せは、
11月28日（月）以降でお願いします）

 　　　　　　　12月26日（月）以降に担当民生委員児童委員により配って
いただきます

 問 　 合 　 先　泉南市社会福祉協議会　事務局　TEL482－1027

　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　原則、市内の70歳以上のひとり暮らし高齢者
 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12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）

　　　　　　　（民生委員児童委員に関係書類を配付するスケ
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28日（月）以降でお願いします）

 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（金）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　TEL 482－1027

令和4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

ひとり暮らし高齢者　
おせち料理配食事業申請のご案内

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
歳末見舞品事業申請に
　　　　　ついてのご案内

ひとり暮らし高齢者の
調査の実施について（お知らせ）

ひとり暮らし高齢者の
調査の実施について（お知らせ）

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

TEL: 072-485-1313
FAX: 072-484-2333

カナリア カナリア カナリア 
ヘルパーステーション

問合先　泉南市社会福祉協議会　TEL 482－1027

令和4年度

社 協 せ ん な ん

ひとり親レクリエーション事業 in 神戸ひとり親レクリエーション事業 in 神戸

TEL：072-482-1027
FAX：072-482-1618

社協せんなん
広告募集中

お問い合わせ・詳細は
下記まで

泉南市社会福祉協議会
〈広報担当〉
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