
大阪人間科学大学で
は、朝の挨拶運動時
や大学祭にて募金の
呼びかけを行ってい
ただきました。

その他バッジ募金への協力など
多くの団体・市民の皆さまにご
協力をいただきました。ありが
とうございました。

　昨年12月より「つながりささえあうみんなの地域づくり」をスロー
ガンに摂津地区募金会・民生児童委員協議会・社会福祉協議会の共
催、自治連合会の協力のもと「歳末たすけあい運動」を実施しました。
　戸別募金やボーイスカウト、ガールス
カウトの皆さまが実施した街頭募金等、
心のこもった募金をいただきました。み
なさまの善意に厚くお礼を申し上げます。
　この募金は、下記の活動に配分させ
ていただきました。

摂津市役所
オークワ南摂津駅前店
摂津市立コミュニティプラザ
摂津市立保健センター
摂津青年会議所
摂津市商工会

　「人をおもう 心をつなぐ 赤い羽根」をキャッチフレーズに昨
年10月１日より、自治会、校区等福祉委員会、企業などのご協
力を得て実施いたしました第71回「赤い羽根共同募金運動」。
　今回みなさまからご協力いただきました善意の募金は、大阪
府共同募金会で集約され、府内の民間福祉施設の整備や社会
福祉協議会を通じて、児童から高齢者、障害がある方などを

歳末たすけあい運動

ボーイスカウト・ガールスカウト街頭募金の様子（JR千里丘駅にて）

対象とした市内の社会福祉事業の推進に役立てられます。

共同募金の使い途をホームページで公開しています。

http://hanett.akaihane.or.jp/hanett/pub/home.do

第71回赤い羽根共同募金協力団体・企業（敬称略・順不同）
募金箱設置協力【募金総額：50,113円】 法人募金協力企業【募金総額：285,000円】

摂津宥和会
認定こども園正雀愛育園
大阪人間科学大学
コーナン薬局
リーフ薬局
摂津市立地域福祉活動支援センター

（福）成光苑
日本ガス工業㈱
㈱髙速産業
鳥飼土木工業㈱
大阪サニタリー㈱
千里丘観光開発㈱
東大運輸㈱
ダイキン工業㈱淀川製作所
㈱エネゲート千里丘事業所
㈱カネカ大阪工場
芦森工業㈱大阪工場

美鈴紙業㈱
サンドライビングスクール吹田茨木
㈱田邉空気機械製作所
㈱コーナン薬局
㈱尾崎電気商会
岸本建設㈱
㈱ダイマツ

なお、来年度以降の配分につきましても、本年度同様、高齢化や募金額等の社会情勢に対応した形で、配分の見直しを図ってまいります。ご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

「はねっと」赤い羽根データベース

募金総額 3,262,849円3,262,849円3,262,849円

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（395食）
市内の福祉作業所（７団体）

各種団体

配　分　先 内　　　　　　容
54,000円

1,950,000円
948,000円
280,000円

80,000円

配　分　額平
成
29
年
度

主
な
配
分
先

3,649,758円

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

赤い羽根共同募金

・手芸ボランティア「さくらんぼ」 ●歳末たすけあい運動募金協力団体（敬称略）

募金総額

ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！ご協力ありがとうございました！

● ● ● ● ● せっつ社協ニュースへ掲載する広告（有料広告）を募集します。詳しくは本紙７面をご覧ください。● ● ● ● ●

ふれあいネットワーク

発行   ／ 社会福祉法人
摂津市社会福祉協議会

〒566－0022　大阪府摂津市三島２丁目５番４号　☎06－4860－6460
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平成29年度 第３回地域包括支援センター研修を開催しました。

　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、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。

「つながりのまち摂津をみんなで育もう」街頭啓発を行いました

　今年の２月１日には、その内容を広く知っても
らうため、市内の各中学校区５カ所で街頭啓発活
動を実施しました。また、２月16日には、地域交
流に関する研修会を開催し、約140名の方にご参
加いただきました。
　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。

　平成30年２月22日に、摂津市立地域福祉活動
支援センターにて、若年性認知症の研修会を行い
ました。講師に南摂津メンタルクリニック院長の
村田俊輔先生と、大阪人間科学大学准教授の杉原
久仁子先生をお招きし、医学的観点から原因や予
防、進行状況について、またご本人やご家族の状
況、悩んでおられること、必要な支援や、サポー

トの方法などをお話しいただきました。
　当日は、市民の方、ケアマネジャーや施設の職員
など60名以上の参加がありました。若年性認知
症、就労や経済的支援、家族へのサポートの方法な
どを学んだ他、集いの場作りについても考える機会
となりました。

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

平成30年２月22日に 摂津市立地域福祉活動 トの方法などをお話

「若年性認知症について知ろう」「若年性認知症について知ろう」「若年性認知症について知ろう」

研修会の様子
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福祉講座を実施しました
　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いただく
ため、講座（無料）を地域福祉活動支援センターや地域
福祉活動拠点にて開催しています。今後も引き続き実施
予定です。

　１月29日（月）に大阪人間科学大学の杉原
久仁子先生を講師に、若年認知症や認知症の
初期段階についての講義や、地域での支え合
いについてグループワークを行いました。

 ２月19日（月）にあけぼの福祉会地域活動支援センターあしすと共催の講座を
開催しました。市内にお住まいの精神障害者のご夫婦から、地域での暮らしに
ついてのお話と、精神障害
者の支援を行うボランティア
グループ「スマイル」の紹介な
どから、誰もが安心して暮ら
せる地域づくりを考えました。

あったかご近所サポーター養成講座

（日常生活自立支援事業関連講座）

　１月１７日（水）に介護保険の利用の仕方や疑問について、
施設職員と介護経験者の２つ
の視点から解説していただき
ました。参加者からは「介護
に関する実際の話を聞けてわ
かりやすかった」等の感想を
寄せていただきました。

安心して暮らせる福祉講座
「在宅で暮らすために
                 ～介護保険のお話～」
■あいあいホール別府
■講師：社会福祉法人成光苑
　　　　　　　せっつ桜苑事業部長　下村　宗治　氏
　　　　摂津市老人介護者（家族）の会
　　　　　　　　　　　　　会　長　増本　笑子　氏

くわしくはお電話でお問い合わせ下さい。

☎06－4860－6350

摂津市社会福祉協議会
訪問介護事業所・居宅介護事業所

募集登録ホームヘルパー
登録ガイドヘルパー

午前７時～午後９時
稼働できる時間帯に１時間だけでも可能
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
　80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）
■同行援護従事者養成研修修了者
■移動支援従事者養成研修（全身性・知的）修了者

資格要件

勤務時間

給 料

諸 手 当

　３月５日（月）に大阪教育大学の新崎国広先
生を講師に、地域のつながり・支え合い活動に
ついて参加者同士の意見を交えながら一緒に
考えました。
　地域で手助けが必要な方を理解し、見守る
「あったかご近所サポーター」の認定証を全回
出席された方にお渡ししました。

「地域で考える
　　　　若年認知症の支援」

第３回目

「地域で考える精神障害者の支援」第4回目

「ご近所支え合い活動のすすめ」
最 終 回

応相談

　地域福祉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、情報提供など
を行っています。みなさんぜひお越しください。
き
を

「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
を

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

毎月第1金曜日
・平成30年４月６日　　　  ・６月１日 午前10時～正午

デイハウスました
正雀本町２丁目24－１

毎月第３水曜日
・平成30年４月18日　　　 ・５月16日　　　  ・６月20日 〃

あいあいホール別府
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
鳥飼西２丁目12－12

毎月第４木曜日
・平成30年３月22日　 ・４月26日 　・５月24日 　・６月28日 〃
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校 区 等 員 会委祉福

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、千里丘公民館、味舌上公民館、第10集会所で巡回実施

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

健 康 体 操 毎週水曜日 午前10時～正午

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

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集会場

第２水曜日 午前11時～午後１時30分 正音寺会館

第１水曜日 午前11時～午後１時30分 中内公民館

第３水曜日 午前11時～午後１時30分 坪井会館

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２金曜日 午前10時～正午

第３水曜日 午前10時～正午

第３日曜日 午前９時40分～11時40分 庄屋公園管理棟

第１・３日曜日 午前10時～ 第９集会所

ふれあい喫茶 第１日曜日 午前10時～正午 デイハウスました

味 舌 東
サ ロ ン

第４日曜日 午前11時～午後１時30分 第42集会所

奇数月第３水曜日 午前11時～午後１時 第31集会所

不定期年3回 午前11時～午後１時30分 三島団地集会所

偶数月第２水曜日 午前11時～正午
第20集会所

ふれあい喫茶 第1日曜日 午前10時～正午

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・27・28・43集会所、あいあいホール別府で巡回実施

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

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

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～正午

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

カ フ ェ 第１金曜日 午前10時～正午

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

■■■■ 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 ■■■
※天候不良等により実施日等の変更や中止の場合がございます。
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地域福祉活動を
ご紹介します！
地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域域福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活活動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを
ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししまままままままままままままままままままままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすごごごごご紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹 すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす介介介介介介介 ！！！！！！！！！！！！！！！！！
地域福祉活動を
ご紹介します！活 動 だ りよ

小学校区等 実施名称 実施日 実施時間 実施場所
味 舌 ふれあいキッズサロン 第４水曜日 午前10時～正午 デイハウスました
別 府 ふれあいキッズ 第４水曜日 午前10時～11時30分 あいあいホール別府
味 生 あんふぁんクラブ 第１水曜日 午前10時30分～11時30分 味生公民館２階集会室
鳥 飼 北 子育てサロン 第１火曜日 午前10時～11時30分 新鳥飼公民館２階和室
鳥 飼 西 鳥飼親子ランド 第４水曜日 午前10時～正午 ゆうゆうホール鳥飼西
鳥 飼 プチポッポ 第２水曜日 午前10時～11時30分 さわやか広場とりかい
鳥 飼 東 ひよっこ親子ランド 第１木曜日 午前10時～11時 鳥飼東公民館２階和室

摂津小学校区福祉委員会 「災害に備えよう」

千里丘小学校区福祉委員会「インフルエンザを防ごう」

鳥飼小学校区福祉委員会「歌と踊りで大賑わい」

　摂津小学校区福祉委員会は「いきいきサロン」を毎月校
区内の５つの会場で開催しています。
　２月１日に第23集会所で開催したサロンでは摂津市の
防災管財課の職員を講師に招き「災害時に家族と自分の命
をどのように守るのか」についてお話をいただきました。
　市の防災計画にもとづくハ
ザードマップを参考にし、緊急
時にどのように行動すればよい
かをしっかりと学びました。

　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。
　１月25日には、いつものリハビリ体操の後、保健センター
の保健師から「インフルエンザの予防」についてお話をいた
だきました。マスクや手洗い、うがいによる予防が大事であ
ること。免疫が落ちている場合にインフルエンザに感染しや
すいので、 全体的な体調管理、生活環境の管理が非常に大切
なこと等、参加者は普段から気を付けることが重要であるこ
とを学びました。

　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。
　１月23日には、稜華会のみなさんをお招きし、三味線
の演奏による民謡などを披露して
いただきました。みんながよく
知っている曲の演奏に合わせて参
加者も一緒に歌ったり踊ったりと、
楽しいひと時を過ごしました。

■■■■ 子育てサロン ■■■
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摂津市社会福祉協議会
～地域は大きな家族です～

摂津市社会福祉協議会～地域は大きな家族です～

摂津市社会福祉協議会摂津市社会福祉協議会
～地域は大きな家族です～～地域は大きな家族です～

　摂津市社会福祉協議会では、地域の皆さまと共に
様々な地域福祉活動を推進、展開しております。

　摂津市社会福祉協議会では、地域
の皆さまと共に様々な地域福祉活動
を推進、展開しております。

　摂津市社会福祉協議会では、地域の皆さまと共に様々
な地域福祉活動を推進、展開しております。

　摂津市社会福祉協議会では、地
域の皆さまと共に様々な地域福
祉活動を推進、展開しております。

社会福祉協議会の各種事業の詳細につきましては、
下記へお問い合わせください。

摂津市社会福祉協議会
　■　■摂津市三島２－５－４    ☎06－4860－6460

摂津市社会福祉協議会  ■摂津市三島２－５－４ ☎06－4860－6460

■摂津市三島２－５－４ ☎06－4860－6460
■摂津市三島２－５－４
☎06－4860－6460

・小地域ネットワーク活動の推進
・ボランティア活動の推進
・地域包括支援センターの運営
・訪問介護事業、居宅介護事業の運営　など

・小地域ネットワーク活動の推進
・ボランティア活動の推進
・地域包括支援センターの運営
・訪問介護事業、居宅介護事業の運営　など

摂津市社会福祉協議会 

5.5㎝

4.5
㎝

4.5
㎝

9.0
㎝

4.5
㎝

11.0㎝

11.0㎝

16.5㎝

基本枠 基本枠×２

基本枠×３

基本枠×４

（１）掲載（1回分）を希望する団体の掲載料は次の表のとおりとなります。

掲載基準表 サイズ 料金（税別） 掲載基準表 サイズ 料金（税別）

基本枠 4.5㎝×5.5㎝ 10,000円 基本枠×３倍 4.5㎝×16.5㎝ 30,000円

基本枠×２倍 4.5㎝×11.0㎝ 20,000円 基本枠×４倍 9.0㎝×11.0㎝ 40,000円

（２）通年掲載（年４回分）を希望する団体の掲載料は次の表のとおりとなります。

掲載基準表 サイズ 料金（税別） 掲載基準表 サイズ 料金（税別）

基本枠 4.5㎝×5.5㎝ 30,000円 基本枠×３倍 4.5㎝×16.5㎝ 90,000円

基本枠×２倍 4.5㎝×11.0㎝ 60,000円 基本枠×４倍 9.0㎝×11.0㎝ 120,000円

当協議会が年４回発行している広報誌「せっつ社協ニュース」への広告記事を募集します。
掲載金額は下記のとおりです。掲載を希望される団体等はお気軽にお問い合わせください。

サイズのイメージ

　掲載に関しては、審査がございます。当協議会で定
めた掲載基準に基づき、一部の業種や記事の内容等に
より、掲載をお断りする場合がございます。詳しくは、
直接摂津市社会福祉協議会までお問い合わせください。
　次回のせっつ社協ニュースの発行は平成30年６月
15日を予定しています。

掲載を希望される場合は、平成30年４月25日までに
申込が必要となります。
まずは下記までお問い合わせください。
　掲載に関するお問合せ先　
　摂津市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　　　　☎06-4860-6460

せっつ社協ニュースに
広告を掲載しませんか？

（7）平成30年３月15日



ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？ボランティアはじめませんか？

依 頼 会 員 170人

援 助 会 員 84人

両 方 会 員 45人

会 員 登 録 状 況
（平成30年３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

ファミリー・サポート・センターとは？
　ファミリー・サポート・センターは、育児の援助を行いたい方と育児の援助を
受けたい方からなる会員組織を設置し、会員が地域において育児に関する相互援
助活動を行うことを支援し、安心して子育てができる環境をつくることを目的と
しています。

　子どもが小学校を卒業した場合、依頼・両方会員として
は継続が出来ません。可能な範囲で援助会員への変更をご
検討ください。
　新年度を迎えるにあたり、保育園・幼稚園の入園や小学
校入学、また転居や出産で子どもが増えたなど登録時より
変更があった場合は、早めにセンターまでご連絡ください。

日　　時 　平成30年３月23日（金）
                   午前10時30分～11時30分
場　　所 　摂津市立地域福祉活動支援センター２Ｆ
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

せっつファミリー・サポート・センター 会員募集中!!

会員さんへお願い

　「子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）」と「子育てのお手伝いをしたい人（援助会
員）」が会員登録し、地域で子育てを支えあっています。会員登録希望者を対象に説明会を
開きます。

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）

　ボランティアってなんだか特別な人がするものと思っていま
せんか？
　ボランティア活動には身近な趣味や特技、関心のあることか
ら始まり『出会い』や『気付き』があります。
　「そうは思っても何からはじめていいのかわからない」
　「どこで相談してよいかわからない」という方、ボランティア
センターはあなたの中の「何かしたい」を一緒に考える場所です。
　お気軽にお問い合わせください。
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平成30年３月15日

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

　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　

　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ください。
　（電話もしくは直接、社会福祉協議会までお越しください。）
◆ 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　

 ●●ほほえみコール（電話訪問）

　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ください。
　●毎月第２･４水曜日　午前10時～午後４時

　●●お申し込み…☎06－6383－1577　

 ● ●電話による心の相談

 ● ●介護相談

　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。
◆ 場　所　社会福祉協議会相談室

　●毎月第１～第４火曜日　午後１時～３時
　　　　　　　≪３月≫  ▼ 20日・27日
　　　　　　　≪４月≫  ▼  ３日・10日・17日・24日
　　　　　　　≪５月≫  ▼  １日・  ８日・15日・22日
　　　　　　　≪６月≫  ▼  ５日・12日・19日・26日 

 ● ●心配ごと相談

相談日の
ご案内

  街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）
●平成29年12月７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：48名（内採血者数：48名）

　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30年６月７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。

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～

献血のご案内・街頭献血
～ご協力をお願いいたします～

ほほえみコールについて

❶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。

❷料金は無料です。
❸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！

住友生命茨木事業部・住友生命労働
組合茨木支部よりタオルを寄贈いた
だきました。

鳥飼小学校区福祉委員会さわやかカ
フェよりご寄付いただきました。

NPO法人明るい社会づくり運動北
摂地区協議会よりご寄付いただきま
した。

一般社団法人摂津青年会議所よりご
寄付いただきました。

期間：平成29年12月１日～30年２月29日（敬称略・順不同）

匿　名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000円

鳥飼小学校区福祉委員会　さわやかカフェ ・・・・・・・・・・・ 11,876円
手芸ボランティア「さくらんぼ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50,000円
ＮＰＯ法人明るい社会づくり運動北摂地区協議会 ・・・・ 42,340円
一般社団法人摂津青年会議所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20,910円

住友生命茨木支社・
住友生命労働組合茨木支部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ タオル720枚

物品
寄付

個人

団体

ご寄付ありがとうございました
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