
　社協に対して永年ご支援ご協力いただいた方々やご寄
付をいただいた方、地域福祉の増進に貢献された方等へ
の感謝の意を表するとともに、社協役員や校区等福祉委
員会委員、福祉関係者等が情報交換、交流を行うことを
目的とした「社協感謝のつどい」を１０月１２日、摂津市立
コミュニティプラザで開催しました。
　第一部の式典では表彰状と感謝状が贈呈され、第二部
の情報交換会では日頃の福祉活動等について交流を図り
ました。
　参加者は「初めてお会いした方と
情報交換ができた」、「今後の福祉活
動の参考になる話を聞くことができ
た」と話されていました。

　摂津市が昭和41年11月１日に誕生してから、50年にあたる平成28年11月１日に、摂津市社会福
祉協議会と摂津市自治連合会、摂津市老人クラブ連合会、摂津市民生児童委
員協議会の４団体と摂津市が、地域のコミュニティの大切さを市民のみなさん
に理解してもらい、新たな50年に向けて協働のまちづくりの第一歩を踏み出
そうと、「つながりのまち摂津をみんなで育もう」の共同アピールを行いました。
　今後も各団体と行政がそれぞれの立場から力を発揮し、共通理解をさらに深めながら誰もが安
心して暮らすことができる福祉のまちづくりを推進してまいります。

摂津市シルバー人材センターよりご寄
付をいただきました。

摂津市シルバー人材センター同好
会ボランティアグループやまびこ
会よりご寄付をいただきました。

今年もボーイスカ
ウト摂津第３団の
みなさんにご協力
をいただきました

　各自治会にご依頼させていただいております社協会員募集は、７月からの１カ月間を期間に実施し
ましたが、現在も引き続き募集を行っています。集められた会費をもとにボランティア活動や地域で
のサロン活動など福祉活動の推進に役立てています。ご協力をよろしくお願いします。

　新しい年を迎える時期に、地域で援助や支援を必要と
する方々が安心して暮らすことができるようにと住民のみ
なさんの参加と理解を得て行う「歳末たすけあい運動」を
12月１日から実施します。今年度も引き続きご協力いた
だきますようお願い申し上げます。

■共催  摂津地区募金会、摂津市社会福祉協議会、
　　　  摂津市民生児童委員協議会
■協力  摂津市自治連合会

市内の高齢者・障害者関係
施設（８施設）

校区等福祉委員会（12委員会）

市内の70歳以上のひとり暮らし
の方（442食）

市内の福祉作業所（７団体）

各種団体

歳末見舞品（チョコレート）
を配布
年末年始のサロン等の活動
に活用

おせち料理の配食の実施

福祉作業所で使用する
備品等の購入
ボランティア連絡協議会・老人
介護者（家族）の会・ひとり暮
らし老人の会への助成金

期間：平成28年９月１日～
同年11月30日迄（敬称略・順不同）

新行　信夫
井内　尚子 ・・・・・ 10,000円

摂津市シルバー人材センター同好会ボランティアグループやまびこ会 ・・・ 200,000円
幸福住宅㈱代表取締役　池田克久 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,000円
（公社）摂津市シルバー人材センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 75,260円

中村　良光 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 車イス１台
オリムピア製菓㈱ ・・・ チョコレート７㎏×４箱

昨年度募金額  3,347,197円

実施期間12月１日～31日

社協感謝のつどい 開催しました 歳末たすけあい運動にご協力を
新しい年を迎える時期に 地域で援助や支援を必要と
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平成28年度社協会員会費募集のお願い

個人 物品
寄付

団体

平成２8年度街頭募金協力施設・団体
●JR千里丘駅●阪急摂津市駅●コノミヤ摂津市駅前店●阪急正雀駅●ライフ正雀店●モノ
レール南摂津駅●山陽マルナカ摂津店●ホームセンターコーナン摂津鳥飼西店●安威川公
民館●校区等福祉委員会●ボランティア連絡協議会●母子福祉会●老人介護者（家族）の会
●大阪人間科学大学医療福祉学科介護福祉専攻●ボーイスカウト摂津第３団（順不同）

54,000円

1,670,000円

1,060,800円

280,000円

80,000円

主な配分実績（昨年度）
内　　容配　分　先 配  分  額

4団体で
共同アピールを
行いました！行いました！

4団体で
共同アピールを
行いました！

つながりのまち摂津を
みんなで育もう

　摂津
祉協議
員協議
に理解
そうと
今後

444団団団体体体ででで
共同アピールを共同アピールを共同アピールを
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つながりのまち摂津を
みんなで育もう

ご協力ありがとうございます。赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告赤い羽根共同募金中間報告
11月30日現在、
            　 　3,058,373円
の募金をみなさまからご協力
いただきました。

・戸別募金　　2,641,436円
・街頭募金　　  106,937円
・バッジ募金　　140,000円
・法人募金　　　170,000円

ご寄付ありがとうございました

≪募金内訳≫
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　10月18日、摂津市コミュニティプラザで研修会
を開催しました。
　認知症は高齢者に多い病気ですが、65歳未満に
発症した場合は「若年性認知症」とよばれています。
若年性認知症は本人や家族の生活への影響は大きく、
社会的に大きな問題です。
　講師の山川先生からは認知症ケアに対するモッ
トー等のお話があり、「一人では上手く出来ないこ
とも、みんなの力を合わせれば何とか出来る。答え
がなかなか出せないことにみんなで挑戦していきた
い」と話されていました。
　参加者からは「住民どうしで助け合い支えあうこ
とが必要だと改めて思った」という声がありました。

「若年性認知症研修会」を開催しました

　今回の研修を機に地域包括支援センターでは若年
性認知症ご本人と家族を支える仕組みづくりに取り
組んでまいります。

　11月18日、コミュニティプラザで「せっついき
いき健康づくりグループ」の活動交流発表会を開催
しました。
　今回は合計31グループ、約600人により会場は
満員状態。各グループが日頃から練習を重ねた成果
を発表する他、摂津市オリジナルの体操である「摂
津みんなで体操三部作」を舞台・客席が一体となっ
て行う等楽しいひと時を過ごしました。

・・あまり練習に参加できなかったですが、初めての参加で前列
の先輩を見て何とか踊りきれてよかったです。与えられた役
割も一生懸命やりました。
・第１回目から毎年出ていますが、年々スムーズに会が進むよ
うになっていると思います。自分の参加しているグループの
人数が増えていますが、それぞれがんばってくれていると思
います。
・今回初めて経験することも多かったですが、いい体験ができ
ました。
・会場もいっぱいでわくわくしました。

　我が国の平均寿命は2015年時点で男性が80.79
歳、女性が87.05歳ですが、日常生活を健康的に過
ごす期間、いわゆる「健康寿命」を伸ばすことが大
切といわれています。
　市内には、介護予防や高齢者の健康づくりに取り
組んでいる多くのグループが結成されており、気の
合う仲間と定期的に集まり、歌体操・料理教室・ハ
イキング等さまざまな活動を行っています。「健康
寿命」を伸ばすだけではなく、健康づくりグループ
に参加することで、筋力が上がり「つまづきにくく
なった」、「腰痛が治った」という声も聞かれていま
す。活動してみたい方や興味のある方は、地域包括
支援センターまでご連絡下さい。

「せっついきいき健康づくりグループ」活動交流発表会を開催

地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより地域包括支援センターだより

☎06－6383－1377
参加者の感想
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　地域活動拠点に社会福祉協議会の職員が出向き、
福祉に関する様々な相談を受け、様々な情報提供を
行っています。みなさんぜひお越しください。

・日 時：平成29年１月26日（木）午後１時半～
・場 所：地域福祉活動支援センター４階　研修室１
どなたでも気軽にご参加いただけます（申込み不要）。

介護の疲れをリフレッシュ  摂津市老人介護者（家族）の会

摂津市と協定を
締結しました

安心して暮らせる
福祉講座を実施しました

福
行

「福祉何でも出張相談」を行っています「福祉何でも出張相談」を行っています

お問い合わせは ☎06－4860－6460 へ ☎06－4860－6350（午前９時～午後５時）

次回講座「地域でささえあう仕組みのお話」
くわしくはお電話にてお問い合わせ下さい。

摂津市社会福祉協議会
訪問介護事業所・居宅介護事業所

行

　老人介護者（家族）の会は10月26日、日頃の介
護の疲れを忘れ心身をリフレッシュしようとバスツ
アーを開催。今回は神戸動物王国等を訪問しました。
　参加者は様々な動物たちを眺めるだけではなく、
エサをあげたり実際に触れてみたりと堪能しながら
園内を散策し、楽しい秋のひと時を過ごしました。

　地震などの大規模災害に備えて、９月８日に摂津
市と摂津市社会福祉協議会が災害発生時に関する協
定を結びました。
　災害発生時におけるボランティアの受入れ体制の
整備や避難所におけるボランティアニーズの把握等、
様々な災害時の支援活動が円滑に行うことができる
よう、摂津市と協力して体制強化を図ります。

　社会福祉協議会では、福祉への関心を高め、だれもが
安心して暮らせる福祉のまちづくりに参加してもらおう
と、連続講座（無料）を実施しています。今回の講座は、
地域福祉活動拠点である、あいあいホール別府で11月
22日に実施しました。
　介護予防について、講義だけではなく、簡単なゲーム
も取り入れたにぎやかな講座となりました。参加者から
は「前向きになれる楽しい講座でした」等の感想を寄せ
ていただきました。

災 害 に 備 え て

募集登録ホームヘルパー
登録ガイドヘルパー

事業所の営業時間７：00～21：00
稼働できる時間帯に１時間だけでも可能応相談
1,100～1,300円
（土日祝・早朝・夜間・年末年始時給UPあり）
介護福祉士手当　月額3,000円
（実稼働月25時間以上）
有給休暇（有給日数は、稼働状況により異なります）
処遇改善加算として１時間の勤務に対して50円
の加算あり
年２回の一時金の支給あり
移動・事務手当あり
■介護福祉士
■介護職員初任者研修修了者・ヘルパー２級
　以上・全身性・知的・同行援護従事者研修
　修了者

資格要件

勤務時間

給 料

諸 手 当

第113号（2）

実施場所 実  施  日 時　　間
さわやか広場とりかい
摂津市鳥飼下１丁目７－４

毎月第1金曜日
・平成29年2月3日　・3月3日 午前10時～正午

デイハウスました
摂津市正雀本町２丁目24－１

毎月第３水曜日
・12月21日　・平成29年１月18日　・２月15日　・３月15日 〃

あいあいホール別府
摂津市別府１丁目６－21

〃 午後１時30分～４時

ゆうゆうホール鳥飼西
摂津市鳥飼西２丁目12－12

毎月第４木曜日
・12月22日　・平成29年１月26日　・２月23日 〃



校 区 等 員 会委祉福

　鳥飼西小学校区福祉委員会は毎月第2水曜日に「いきい
きリハサロン」を午前10時からゆうゆうホール鳥飼西で開
催しています。11月９日に開催したリハサロンでは大阪人
間科学大学社会福祉学科の実習生がクイズ等のレクリエー
ションを企画し、実施しました。
　クイズでは、７グループに分かれ、チームで対戦。「決め
ゼリフ」からその時代劇のタイトルを導き出すといった変
わった問題から、認知症予防
にもつながる回想法を取り入れ
た「昭和」に関する問題、その
他面白クイズ、雑学クイズなど
幅広い分野のクイズが出題され、

～実際に使用したクイズ～
（時代劇タイトル当てクイズより 記述問題）
問：「余の顔を見忘れたか」が決めゼリフの時代劇と言えば？
答：暴れん坊将軍
（雑学クイズより　〇×問題）
問：赤ちゃんの骨は大人よりも多い。〇か×か　　答は…〇
解説：赤ちゃんの骨が300本以上なのに対し、大人は206本前後と
言われています（成長するにしたがって骨が結合していく）

鳥飼西小学校区福祉委員会「ふれあいリハサロンでミニ講座」

■■■■ 校区等福祉委員会のいきいきサロン・リハサロン実施状況 ■■■

その難かしさに悪戦苦闘する場面も。楽しく、白熱した時
間となりました。
　反射神経の向上効果があると言われる旗上げゲームでは、
実習生手作りの旗を用いて、定番の「赤上げて、白上げて
…」の掛声に合わせ、グループの代表者が挑戦。真剣な表
情をされながらも、会場は終始笑い声に包まれていました。
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小学校区 実施形態 実　施　日　 実　施　時　間 実　施　場　所

千 里 丘
リハサロン 第４木曜日 午前10時～午後1時 千里丘公民館
サ ロ ン 市場公民館、第39集会所、味舌上公民館、第10集会所で巡回実施

三宅柳田
小 校 区
三 宅

リハサロン 第２金曜日 午前10時～午後1時 旧三宅小学校(多目的ホール)
サ ロ ン 第４金曜日 午前10時～正午 旧三宅小学校(多目的ホール)
健 康 体 操 毎週水曜日 午前10時～正午 旧三宅小学校(多目的ホール)

三宅柳田
小 校 区
柳 田

リハサロン 第２月曜日 午前10時～午後1時 いきいきプラザ

サ ロ ン 第４水曜日 午後1時30分～3時 いきいきプラザ

摂 津 サ ロ ン

第１木曜日 午前11時～午後1時30分 三島集会所
第２月曜日 午前11時～午後1時30分 第49集会所
第２水曜日 午前11時～午後1時30分 正音寺会館
第３火曜日 午前11時～午後1時30分 中内公民館
第４水曜日 午前11時～午後1時30分 坪井会館

味 舌 小
校 区
味 舌

リハサロン 第４金曜日 午前10時～午後1時 デイハウスました

サ ロ ン
第3水曜日 午前10時～正午 デイハウスました
第３日曜日 午前9時40分～11時40分 庄屋公園管理棟

味 舌 小
校 区
味 舌 東

サ ロ ン
第４金又は日曜日 午前11時～午後1時30分 第42集会所
第３水曜日 午前11時～午後1時 第31集会所
第３日又は４水曜日 午前11時～午後1時 第20集会所

別 府
リハサロン 第３金曜日 午前10時～午後1時30分 あいあいホール別府
サ ロ ン 第13・19・27・28・43集会所で巡回実施

味 生
リハサロン 第４月曜日 午前10時～午後1時 味生小学校（ふれあい教室）
サ ロ ン 第２木曜日 午後1時30分～3時30分 味生小学校（ふれあい教室）

鳥 飼 西
リハサロン 第２水曜日 午前10時～午後1時 ゆうゆうホール鳥飼西
サ ロ ン 第４水曜日 午後1時30分～3時30分 ゆうゆうホール鳥飼西

鳥 飼 北
リハサロン 第１火曜日 午前10時～午後1時 新鳥飼公民館
サ ロ ン 第３金曜日 午前10時～12時 新鳥飼公民館

鳥 飼
リハサロン 第２火曜日 午前10時～午後1時 さわやか広場とりかい
サ ロ ン 第４火曜日 午後1時30分～3時30分 さわやか広場とりかい

鳥 飼 東
リハサロン 第１木曜日 午前10時～午後1時30分 鳥飼東公民館
サ ロ ン 第３木曜日 午後1時30分～3時30分 鳥飼東公民館



地域福祉活動拠点を
ご紹介します！
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地域福祉活動拠点を
ご紹介します！活 動 だ りよ

　地域住民からのご寄付によって平成13年４月に開所し
た「デイハウスました」が移転しました。

　　　・住所：摂津市正雀本町２丁目24－１

　味舌福祉委員会では、統廃合される前の旧味舌小学校
区に住むひとり暮らしの高齢者等で支援が必要な方々が
閉じこもりにならないよう、また、寂しさや不安を抱え
て孤立しないように仲間作りや交流とふれあいの場を広
げる活動として毎月第４金曜日に「リハサロン」、第３水

　鳥飼小学校区福祉委員会は毎月第２火曜日に
「いきいきリハサロン」を午前10時からさわやか
広場とりかいで開催しています。
　11月８日には、参加者みんなで「羽根っ子ゲー
ム」を行いました。地面に置いたマトに向けて順
番に羽根を投げて落ちた場所で点数を競うゲー
ムで、真ん中の高得点に羽根が命中すると会場
からは拍手喝采。たいへん盛り上がりました。

　千里丘小学校区福祉委員会は毎月第４木曜日
に「いきいきリハサロン」を午前10時から千里丘
公民館で開催しています。
　10月27日には、「ミニ運動会」を実施。参加
者が２チームに分かれてパン食い競争やジャン
ケンゲーム、玉入れ等で点数を競い合いました。
競技中は自分のチームを応援する声で会場は賑
やかに、たいへん盛り上がりました。

味舌福祉委員会「デイハウスました」が移転しました。

鳥飼小学校区福祉委員会「羽根っ子ゲームで大盛り上がり！」

千里丘小学校区福祉委員会「楽しいミニ運動会！」

曜日に「ふれあいサロン」をいずれも午前10時から行って
います。また、第４水曜日の午前10時からは地域で子育
て中のお母さん達の仲間作りと情報交換ができる場とし
て「キッズサロン」を。その他、毎月第２金曜日の午前10
時から「リラックスサロン」、毎月第１日曜日の午前10時
から「ふれあい喫茶」を行っています。
　福祉委員会が行う事業以外には、福祉委員会の会議や
民生児童委員協議会の定例会のほか、味舌地区連合自治会、
市民体育祭の会議などにも利用されています。
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　ボランティア活動についてより多くの
方々に広く知ってもらい活動に参加して
もらうため、摂津市ボランティア連絡協
議会は11月12日、ボランティアフェス
ティバルを開催しました。
　協議会に加盟する団体が日頃行ってい
るボランティア活動を展示や舞台で発表
したほか、来場された方に実際に体験し
てもらいました。
　また、摂津まつりの司会でおなじみの
「やのぱん」さんの講演会を実施。テレビ
番組のロケ等でのエピソードを交えなが
ら地域のつながりの大切さについてお話
をいただきました。

　古切手、収集にご協力ありがとう
ございます。集まった切手は、月に
１回ボランティアさんに分類・整理
していただき、国際協力活動などを
行う回収団体に送っています。

※お願い
・切手は、周りを1センチほど、消印も残してください。
・プリペイドカードの収集は終了させていただきました。

　日頃のボランティア活動の功績により
演芸ボランティアグループの「Ｙ＆スター
ダスト」が大阪府知事から表彰されました。
おめでとうございます。

　ボランティアの募集やボランティア講座等の告知
などボランティアセンターの情報発信をツイッター
で行っています。
　携帯電話やパソコンから気軽に閲覧できますので、
ぜひご活用ください。

お問い合わせ  

ボランティアセンターへ ☎06－6318－1128

Ｏ・Ｍ・Ｅ・Ｄ・Ｅ・Ｔ・Ｏ切切

津市ボランティアフェスティバル津市ボランティアフェスティバル

手整理ボランティアからの手整理ボランティアからの
お知らせお知らせ

ツイッターによる情報提供をはじめましたツイッターによる情報提供をはじめました

Ｏ

http://twitter.com/settsuvcenter

おめでとうございます

ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 情 報

摂摂

50円

30円

30円

（7）平成28年12月15日



依 頼 会 員 165人

援 助 会 員 80人

両 方 会 員 36人

　ファミリー・サポート・センターは子育ての手助けをしてほしい人と（依頼会
員）、子育ての手助けをしたい人が（援助会員）会員登録し、地域で子育てを支え
あう育児支援ネットワークです。
　今回の交流会では視力向上ヨガ協会のイン
ストラクターを招き、「アイヨガ」を教えても
らいました。気になる目のトラブルについて
話を聞きながら全身をストレッチ。参加者は
みんな体がポカポカして視界もスッキリ。普
段会う機会のない会員同士の交流も図ること
ができ、楽しい時間を過ごしました。

　万一、自分の子どもや孫に突然事故や病気が起こったとき、あなたは
子どもを助けるための対処法を知っていますか。救急車が到着するまで
の数分間の応急手当が、生死をわける場合もあるといわれています。
　とっさの場合に救急車が到着するまでの応急手当が慌てずにできるよ
う、必要な知識と技術を学びませんか。

日　　時 　平成29年１月20日（金）午前10時～正午
場　　所 　地域福祉活動支援センター ４階
内　　容 　乳幼児を対象とした救急車が到着するまでの対処法（心肺蘇生法）
　　　　　　  ＡＥＤ（自動体外式除細動器）使用方法
講　　師 　摂津市消防署署員
定　　員 　15人※申込者多数の場合は同センターの会員が優先です。
参 加 費 　無料
一時保育 　講習申し込み時に受付（申し込み多数の場合は同センター会員優先）
申し込み 　TEL、もしくはe-mailに ①幼児救命講習 ②氏名 ③電話番号 ④一時保育希望希望の場合：子どもの 
　　　　　　  名前（ふりがな）、性別、年齢を記入してお申し込み下さい。
受付締切り 　平成29年１月12日（木）必着
 　　　　　　  ●●☎ 06－6383－3341　●e-mail：famisapo@settusisyakyou.or.jp

日　　時 　平成28年12月16日(金) 午前10時30分～11時30分
場　　所 　地域福祉活動支援センター２階
内　　容 　活動内容説明、会員登録手続き
会員の条件 　依頼会員：生後３ヶ月～小学校６年生までの子どものいる摂津市民の方
　　　　　　  援助会員：子どもが好きで育児支援に理解があり健康な方
　　　　　　  両方会員：依頼と援助の両方を兼ねる方
利用料金    平日８～20時　700円／時間
　　　　　　  上記の時間外及び土・日・祝　800円／時間
登録手続き    〈登録手続き〉印鑑と顔写真１枚を用意（顔がはっきり写っているもの、スナップ写真可）

会 員 登 録 状 況
（平成28年12月１現在）

サポート・センター

せっつ
サポ ト センタサポ ト センタ
ファミリー・

Settsu Family Support Center

会員交流会を開催しました

会員募集中!!会員登録希望者を対象に説明会を行います

人ごとではすまされない!  知っててよかった! 普通救命講習Ⅲ（乳幼児対象）
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平成28年12月15日

　ひとり暮らしの高齢者などの希望者を対象に電話訪問
を行っています。
　●●毎月第２･４水曜日　午前10時～午後４時

　●●お申し込み…☎06－6383－1577　

　子どものしつけやいじめ、家庭内や職場での人間関係など、
あなたの心の中のどうしたらいいかわからないモヤモヤを電
話に向かってしゃべりながらいっしょに整理してみませんか。
ひとりで悩んでいないで、どんなことでもご相談下さい。
　●毎月第２･４水曜日　午前10時～午後４時

　●●お申し込み…☎06－6383－1577　

　ねたきりや認知症の高齢者の介護を続けている方は、
ついひとりで悩みがちです。
　くよくよ悩んでいないでご相談下さい。
　（電話もしくは直接、社会福祉協議会までお越し下さい。）
◆ 場　所　社会福祉協議会相談室
●毎週金曜日　午後１時～５時

　●●お申し込み…☎06－6383－1577　

　家族関係や生計、病気などに関する悩み事などの相談
に応じます。
　●毎月第１～第４火曜日　午後１時～３時
　●社会福祉協議会相談室
　　　　　　　12月　 ▼ 20日・27日
　　　　　　　 １月　 ▼ 10日・17日・24日
　　　　　　　 ２月　 ▼　７日・14日・21日・28日
　　　　　　　 ３月　 ▼　７日・14日・21日・28日 

　日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、
精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自
立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サ
ービスの利用援助等を行うものです。
■本事業の対象者は、次のいずれにも該当する方です。 
❶判断能力が不十分な方（認知症高齢者、知的障害者、精神障
害者等であって、日常生活を営むのに必要なサービスを利
用するための情報の入手、理解、判断、意思表示を本人の
みでは適切に行うことが困難な方） 
❷本事業の契約の内容について判断し得る能力を有している
と認められる方
■本事業に基づく援助内容は次のとおりです。
❶福祉サービス利用のお手伝い　　例）市役所から届く書類の
手続きが分からない場合など、お調べして、本人自らが申
請などを行えるように支援します。
❷日常の金銭管理　例）銀行でのお金の出し入れや公共料金の
支払いのお手伝い、生活費を相談してお渡しするなど、日
常生活の金銭管理を支援します。
❸書類などの預かり　例）預金通帳や印鑑など、重要な書類な
どを紛失防止の為、預かり保管します。
　　契約後は、生活支援員が定期的に訪問し、日常生活の
相談ごとをお聞きしします。本事業で対応が困難な援助は、
関係機関に確認し、相談窓口や他制度の紹介を行います。

I  N  F  O R M  A  T  I  O Nインフォメーション 詳しくは摂津市社会福祉協議会事務局へ
お問い合わせください。 ☎06－4860－6460

　摂津市社会福祉協議会の年末の業務は12月28日（水）
まで、年始は１月４日（水）から業務を開始いたします。
　なお、訪問介護事業所と居宅介護事業所の派遣は１月
１日（木）のみ業務をお休みいたします。

＊＊ 配食サービスをご利用のみなさまへ＊＊
　平成29年１月４日（水）の配食サービスのキャンセル
等の連絡は、12月28日（水）までに必ずご連絡いただき
ますようお願いします。

　年４回発行する「せっつ社協ニュース」へ
掲載する有料広告を社会福祉施設や介護保
険等事業所を対象に募集します。

「 」広告募集

 ●●ほほえみコール（電話訪問）

 ● ●心配ごと相談

愛の血液助け合い運動を実施
～ご協力をお願いいたします～

年末年始のお知らせ

 ● ●電話による心の相談を行います

 ● ●介護相談を行います

相談日の
ご案内

あなたの暮らしのお手伝いする事業です。
日常生活自立支援事業

  街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）
●平成28年９月８日実施分
  （摂津ライオンズクラブ協賛）
　場　所：摂津市役所
　受付数：50名（内採血者数：44名）
●平成28年10月３日実施分
　場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　受付数：22名（内採血者数：19名）
●平成28年12月１日実施分
　（摂津ロータリークラブ協賛）
　場　所：大阪人間科学大学庄屋学舎
　受付数：62名（内採血者数：46名）
　ご協力ありがとうございました！

　　　 ～献血は身近にできるボランティア～
　血液は人工的に作り出すことはできません。病気やけが等
で血液を必要とする方の生命を救うため、皆さまのご協力を
よろしくお願いします。
  街頭献血実施日 / 献血場所　
平成29年　　３月６日（月） コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　  ３月９日（木） 摂津市役所
受付時間　午前10時～正午、午後１時～４時半
※都合により変更となる場合がございます。

ほほえみコールについて
●相談員が電話訪問希望者のご自宅にお電話をさせていただきます。
●料金は無料です。
●電話で知り得た情報は、一切外部には洩れません。（守秘義務）
★健康の話、趣味の話、日常の悩み・楽しみ何でも結構です。相談
員と楽しくお話しませんか？お申し込みお待ちしております！
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