
　生活支援コーディネーターは、介護保険法の改正により
平成30年４月から全国の市町村に配置することが義務付け
られました。
　この事業は、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加し、
日常生活を送るうえで、介護だけでなくさまざまな課題を
抱えている高齢者を地域ぐるみで支える地域社会を地域の
皆さんと共に構築していこうというものです。
　社会福祉協議会では、摂津市からこの事業の運営を受託
し、社会福祉士とホームヘルパーの有資格者２名で地域活
動を始めました。
　現在は、地域で開催されているリハサロン並びにサロン
を訪問し、取り組み内容や高齢者の現状把握に努めていま
す。
　具体的な取り組みは手探り
状態ですが、今後は地域の
「つどい場」等にも積極的に参
加させていただきますので気
軽にお声をかけてくださいま
すようお願いいたします。

　福祉の仕事に興味のある方、就職
先の視野を広げようとしている方、是
非お気軽にご参加ください！多くの
事業所が一同に参加し、「職場の魅
力・雰囲気」「職員の生の声」などが
直接聞けるチャンスです。みなさまの
ご来場をお待ちしております！

　今まで、市役所の保健福祉課に所属していましたＣＳＷ
（コミュニティソーシャルワーカー）も４月１日から社会福
祉協議会に置くこととなりました。
　ＣＳＷは安威川以北で２名、以南で１名の配置で事業を
行います。
　活動内容は、地域に出向くなどして民生・児童委員や福
祉委員など地域の関係者と連携しながら、子育て世代から
高齢者まで問題を抱える方々を、地域における見守り・発
見・つなぎ機能により、あらゆる制度に関する相談、また
は困っていることなどを伺い一緒に解決を目指すものです。

生活支援コーディネーター ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）

【生活支援コーディネーター】　
　・担当：小島（こじま）・榮田（えいだ）

【コミュニティソーシャルワーカー】
　・担当：荒木（あらき）・武村（たけむら）・吉田（よしだ）

主催：摂津市介護保険事業者連絡会／
　　　摂津市
協力：摂津市商工会
　　　大阪福祉人材支援センター

※ハンドトリートメント、福祉用具体験、骨密度測定などの無料体験コーナー
　や小さなお子様向けのゲームコーナーもあります。
※詳細につきましては、摂津市介護保険事業者連絡会事務局（とりかい白鷺園内）
　（☎072－654－5094）までお問合せください。

／

　社会福祉協議会では、毎年７月１日から３１日
の期間に会員会費を募集しています。会費には
以下の種類があります。

　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。

・住民会員会費　　　一口　　300円
・賛助会員会費　　　一口　3,000円
・組織構成会員会費　一口　2,000円

ちんどんya夢（代表　福滿文子）
                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30,000円
第２福寿会のんびり喫茶 ・・・・ 10,000円

川﨑　敏康 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12,345円
松井美津子 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 紙おむつ５袋

ご寄付ありがとうございました
期間：平成30年３月１日から５月31日（敬称略）

問合せ先

摂津市社会福祉協議会  地域包括支援課
地域ケア係　☎06－6155－6140

生活支援コーディネーター・ＣＳＷ

生活支援コ デ ネ タ ＣＳＷ（

生社会福祉協議会の新規事業紹介社会福祉協議会の新規事業紹介社会福祉協議会の新規事業紹介

平成30年７月８日（日）　午前10時～午後４時
摂津市立コミュニティプラザ３階（コンベンションホール）

～介護のお仕事～

入場無料！来場者全員に粗品進呈！！入場無料！来場者全員に粗品進呈！！

日 時

場 所

社協会員会費を募集します

団体

個人

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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法人運営事業 ................................................72,727,000円

ボランティア活動推進事業 ...........................7,455,000円
　ボランティア活動を行いたい人とボランティアの手助けがほし
い人との調整を行う他、ボランティア団体の育成や情報提供、
ボランティア講座の開催等を行います。

福祉委員会活動推進事業 ...............................4,123,000円
　校区等福祉委員会の実施する地域福祉活動全般の支援などを行
います。

小地域ネットワーク活動事業 .......................6,588,000円
　校区等福祉委員会を単位としてひとり暮らしの高齢者や障がい
者の方々が、地域の中で孤立することなく安心して暮らすこと
ができるよう、地域住民が助け合い支えあうネットワークを創
造し、住みよい福祉のまちづくりを推進します。(見守り活動や
サロン活動等の実施)

共同募金配分金事業 .......................................2,272,000円
　前年度の募金を原資とし、地域福祉の推進を目的とした事業を
行います。

介護等受託事業 ............................................49,313,000円
❶高齢者生活支援サービス事業部門 （16,362,000円）　
　75歳以上の高齢者の戸別訪問や「ひとり暮らし登録」をされた
方の安否確認を行うためライフサポーターが訪問します。 

❷ふれあい配食サービス事業部門   (4,752,000円)　
　ひとり暮らし高齢者などの昼食の確保及び安否確認を目的と
して、栄養面は元より食の楽しみを実感する内容の昼食を届
けます。

❸家族介護用品給付事業部門 (17,043,000円)　
　紙おむつなどに利用可能な家族介護用品給付券の発行事務な
どを行います。

❹声の宅配サービス事業部門 (98,000円)　
　視覚障害のある方へボランティアが広報誌等の情報を録音し、
届けます。

❺ファミリー・サポート・センター事業部門    （3,658,000円）
　「子育ての手助けをしてほしい方」と「子育てのお手伝いをし
たい方」を会員として子育てを支えあう活動を行います。

❻生活支援コーディネーター事業部門  　　　  （7,400,000円）
　誰もが地域で自分らしく暮らし続けていけるよう、地域の生
活課題を掘り起こし、必要なサービスや活動を展開していき
ます。

地域包括支援センター事業 ......................126,699,000円
　高齢者の医療・保健・福祉の向上と虐待防止、介護予防マネジ
メントなどを総合的に行います。

訪問介護事業 ................................................26,749,000円
　介護保険制度の居宅サービス計画に基づき、ホームヘルパーが
居宅を訪問し、入浴、排泄、食事、買い物、掃除などの支援を
行います。

居宅介護事業 ................................................32,887,000円
　障がい者の日常生活の援助や身体の介護を行うホームヘルパー
や外出時の支援を行うガイドヘルパーを派遣します。

福祉サービス利用援助事業 ...........................6,806,000円
　判断能力にハンディキャップがある方々の福祉サービスの手続
き援助や日常の金銭管理を行います。

生活福祉資金貸付事業 ...................................2,214,000円
　他から借り受けることが困難な世帯へ自立を図るために必要な
資金の貸付を行います。

献血推進事業 ...................................................... 318,000円
　市内における献血事業の啓発と街頭献血を実施します。

心配ごと相談事業 .............................................. 123,000円
　日常生活の悩みや、生計、家族問題など様々な心配ごとに関す
る相談に応じます。

共同募金の配分金が決定しました！

　平成29年10～11月に実施した共同募金により、本協議会への
配分金が決定されました。共同募金にご協力いただいた市民・寄
付者の皆さまに感謝いたします。配分金は地域福祉の推進を目的
とした社会福祉協議会の事業に有効適正に活用いたします。

平成30年度配分金（29年度募金による）

2,135,594円

本年度の

...............................................72,727,000円 ❺ファミリー・サポート・センター事業部門  （3,658,000円）
　「子育ての手助けをしてほしい方」と「子育てのお手伝いをし

平成30年度
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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、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。

　民生委員制度の前身である「方面委員制度」が
大正７年に大阪で創設され、今年で100周年を迎
えました。
　５月21日には、創設100周年を記念し、第70回
大阪府民生委員児童委員大会が大阪城ホールで
盛大に開催されました。

「福祉何でも出張相談」を行っています 　地域活
福祉に関
行ってい

「「「「「「「「「「「「「「「「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何何何何何何何何何何何何ででででででででででででででででででででももももももももももももももももももももももも出出出出出出出出出出出出出出出出張張張張張張相相相相相相談談談談談談談談談」」」」」」」」」」をををををををををををを行行行行行行行行行行行行行行行行っっっっっっっっっっっっってててててててててててててててていいいいいいいいいいいいい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「福祉何でも出張相談」を行っています

ライフサポーター
こ ん に に ち は！

　大阪府市町村社会福祉協議会連合会と大阪府民生委員
児童委員協議会連合会は４月18日、地域共生社会の実
現に向けて、協働アピールを締結しました。

　わがまちで、個人情報やプライバシーの保護
にも留意しつつ、気がかりな人の情報や地域全
体の困りごとを、地域の福祉委員や民生委員・
児童委員が受け止め、共有する場をつくります。
　わがまちで、地域の民生委員・児童委員や福
祉委員が協働して、他の地域団体などとも連携
しながら、地域全体で見守り支援ができる体制づくりをすすめます。
　わがまちで、お互いを気にかけあう地域づくりにむけ、地域力を一
層高めるため、住民同士のつながりを創る場づくりをすすめます。

わたしたちは、情報共有をすすめ、住民のつながりづくりを
はじめとする地域全体の見守り支援に取り組みます。

「地域での連携した見守り支援の推進」に向けた協働アピール

社協と民児協「協働アピール」を発信ひとびとに
よりそい100年
これからも

民生委員制度の前身である「方面委員制度」が
大正７年に大阪で創設され、今年で100周年を迎
えました

ひと にひとびとにひとひとひととびとにひと とにひと にひと ににににとひとび ににににととひとととひひ
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これからもこれからもらもこれ もれかられこれれかられかられ られこれれこ もももも

ひとびとに
よりそい100年
これからも

です！

☎06－4860－6350

摂津市社会福祉協議会
訪問介護事業所・居宅介護事業所くわしくは電話で

お問い合わせ下さい。

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

応相談
社会福祉協議会は、ライフサポーター事業運営を市から
受託しており、「ひとり暮らし登録」をされている高齢者
の見守り活動を行っています。現在市内を５名のライフ
サポーターが
地域別に担当
し、家庭訪問
を行っており
ます。

■平成29年度 ライフサポーター訪問実績 （世帯）

一人暮らし 高齢者のみ世帯 75歳以上
実態調査

７,０７４ 25 ３,６１５

（3）平成30年６月15日

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７月 ６ 日　　　・８月 ３ 日 午前10時～正午

デイハウスました
正雀本町１丁目３－８

毎月第３水曜日
・平成30年６月20日　　　・７月18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６月28日　　　・７月26日　　　・８月23日 〃



校 区 等 福 祉 委 員 会 活活 りり動動 だだ よよ 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域域域域域域域域域域域福福福福福福福祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉活活活活活活活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
ごごごごごごごごごごごごごごごごご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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすす！！！！！！
地域福祉活動を
ご紹介します！

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

柳田福祉委員会 「楽しいトークと歌で大盛り上がり」

別府小学校区福祉委員会 「ペットボトルボウリングで大興奮!」

鳥飼西小学校区福祉委員会「特殊サギにだまされないで」

　柳田福祉委員会は毎月第２月曜日に「いきいきリハサ
ロン」を午前10時からいきいきプラザで開催しています。
５月14日には、元歌手の冨士みつるさんをお招きし、歌
を披露してもらいました。冨士さんの楽しいトークをま
じえながらの素晴らしい歌声にあわせて、おなじみの演
歌を参加者みんなで一緒に合唱。大いに盛り上がりまし
た。その後には、今月お誕生日を迎える参加者をみんな
でお祝いする等楽しいひと時を過ごしました。

　別府小学校区福祉委員会は毎月第３金
曜日に「いきいきリハサロン」を午前10
時からあいあいホール別府で開催してい
ます。４月20日には、「ペットボトルボ
ウリング」を行いました。
　参加者が６チームに分かれて一人ひとり順番にボウリング
ピンにみたてたペットボトルへ向けてボールを転がし点数を
競い合いました。上手に倒せた人も外してしまった人も共に
みんなで大いに盛り上がりました。

　鳥飼西学校区福祉委員会は「いきいきサロン」を毎月第４水曜日
にゆうゆうホール鳥飼西で開催しています。４月25日には、摂津
警察から特殊サギの被害防止についてお話をしていただきました。
　特殊サギは、面識のない不特定の者に対して電話その他の通
信手段を用いるもので、摂津市内でも多額の被害が発生している
そうで、最近特に多い手口について詳しく話してもらいました。
　参加者は「私は、お金がないので大丈夫と思っていましたが
これからは気を付けます」「これからはきっとサギにはだまされ
ません。」と感想を話していました。

子育てサロン
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校校 区区 等等 福福 祉祉 委委 員員 会会 活 り動 だ よ

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

鳥飼東公民館
サ ロ ン 第３木曜日 午後１時30分～３時30分

※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。

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
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せっつファミリー・
サポート・センター
せっつファミリー・
サポート・センター
せっつファミリー・
サポート・センター

ファミリー・サポート・センターってなに？

依 頼 会 員 175人
援 助 会 員 86人
両 方 会 員 46人

・会員登録状況  （平成30年６月１現在）　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。

平成30年６月20日（水）
午前10時30分～11時30分
摂津市立地域福祉活動支援センター２Ｆ
活動内容説明、会員登録手続き
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

①平成30年６月26日（火）午前10時～正午
②平成30年７月　5日（木）         〃
地域福祉活動支援センター

①「保育のポイントと子どもの好きな遊び」
　（講師）摂津市地域子育て支援センター保育士

②「子どもの心身の発達と病気やケガの対処法」
　（講師）摂津市保健福祉課保健師

●登録希望者は、印鑑と顔写真１枚
　（スナップ可）をご持参ください。
無料
（必ず事前にお申し込みください。※定員あり）

基礎講習会のお知らせ基～始めの一歩踏み出してみませんか～～始めの一歩踏み出してみませんか～

ファミリー・サポート・センター 　「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。

平日８～20時　700円／時間
上記の時間外及び土・日・祝
800円／時間
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）

TELもしくはFAX、e-mailに
①基礎講習会の日時番号（両方参加の場合
　は「両方」）
②氏名
③電話番号
④（一時保育希望の場合）子どもの名前（ふりが
な）、性別、年齢を記入してお申し込みください。
平成30年６月20日（水）まで

ファミリー・サポート・センター
●TEL：06－6383－3341 ●FAX：06－6383－9102
●e-mail：famisapo@settusisyakyou.or.jp

会 募 集 中 !!員

　ファミリー・サポート・センターの活動や子育て支援に興味のある方を対象に、
基礎講習会を実施します。講師の保健師や保育士の方に質問などもできますので、
子育て中の参考にもしていただける内容の２回連続講座です。
　また、希望者には講座終了後に会員登録の受付も行います。

日　　時

日　　時

会　　場

内　　容

一時保育

申し込み

受付締切

申し込み、問い合わせ

会員の条件

利用料金

登録手続き内　　容

場　　所

第119号（6）



ボランティアグループ紹介

参 加 者 の 感 想

ボランティアセンター情報ボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボララララララララララララララララララララララララララランンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテティィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィィアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボボ セセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセセンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタターーーーーーーーーーーーー情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報ボランティアセンター情報

　「スマイル」は、精神障害についての理解と啓発活
動を行う会員10名ほどのグループです。
　毎年11月に行っている交流会では、摂津市内の作
業所などに通うメンバーの方々とスマイルの会員が、
昼食を共にし、手品、ビンゴゲームなど、お昼のひ
と時を楽しみます。朝から煮物・焼き物・おにぎり
など、昼食の準備でパワフルに活動しています。メ
ンバーの皆さんだけでなく、スマイルの会員の皆さ
んにとっても、楽しみな一日です。これまでに、会
員が減少した時期もありましたが、応援を頼み、途
切れることなく、交流会を実施しています。
　昨年の11月に17回目の交流会を行いました。こ
れからも18回、19回…と「体力が続くかぎり頑張ろ
う！」を合言葉に、楽しく活動をしています。

　大阪府内の福祉施設・地域等で話し相手、夏祭りなど
イベント手伝い、調理や配食の手伝いなどのボランティ
ア体験プログラムを開催します。
　ボランティアの始めの一歩を踏み出して、様々な人と
の出会いや視野を広げる体験をしてみませんか？

摂津市精神保健福祉ボランティアグループ摂津市精神保健福祉ボランティアグループ 「 「スマイルスマイル」」

平成30年度 ボランティア体験プログラム参加者募集

・定例会 … 毎月第２火曜日　10：15～12：00
・年会費 … 1,000円

アットホームなグループです

平成30年７月１日～９月30日

小学生から社会人、高齢者までボランティア
に関心、興味のある方（※資格取得のための
実習による参加はご遠慮ください。）

実施期間

参加対象

ツイッターによる情報提供をはじめました
　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。

http://twitter.com/settsuvcenter
・お問い合わせは ▼ ボランティアセンターへ

☎06－6318－1128

スマイルのみなさん

（7）平成30年６月15日



平成30年６月15日

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イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン

　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　

  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。
ひとりで悩まず、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　

電話による心の相談を行います

　寝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　

介護相談を行います

心配ごと相談
　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

【６月】 ▼ 19日・26日
【７月】 ▼  ３日・10日・17日・24日
【８月】 ▼  ７日・21日・28日
【９月】 ▼  ４日・11日・18日・25日 

相談日の
ご案内

■平成３０年３月５日実施分
　・場所：コーナン摂津鳥飼西店
　・　・受付数：１３名
     （内採血者数：10名）
■平成３０年３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：３６名
     （内採血者数：３３名）

　献血に関する理解と協力を求めるとともに、400㎖献
血への協力を求める「愛の血液助け合い運動」が本年も７
月１日から全国でスタートします。
　是非この機会に献血にご協力をお願いいたします。

　平成29年度には、摂津市役所、摂津ライ
オンズクラブのご協力のもと、骨髄バンク
ドナー登録会を実施しました。ご協力いた
だきました皆さまありがとうございました。

献血場所
平成30年 　７月２日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　   ９月６日（木）　摂津市役所
　　　　 　10月１日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　 12月６日（木）　摂津市役所
平成31年 　３月４日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　  ３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
※日時につきましては、都合により変更となる場合がござい
ます。

●平成29年 ９月７日実施分　登録者数16名
●平成29年12月７日実施分　登録者数  ６名
●平成30年 ３月８日実施分　登録者数 ４名　合計26名

ご協力ありがとうございました！

愛の血液助け合い運動愛の血液助け合い運動愛の血液助け合い運動
～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！

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募集しています。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。

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。

■摂津市三島２－５－４
☎06－4860－6460

5.5㎝

4.5
㎝

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。

■摂津市三島２－５－４ ☎06－4860－6460
摂津市社会福祉協議会 

4.5
㎝

11.0㎝

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

・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

9.0
㎝

11.0㎝

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  ■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

4.5
㎝

16.5㎝

基本枠 基本枠×２

基本枠×３

基本枠×４

☎06－4860－6460

広 告 募 集

街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）

骨髄バンクドナー登録会
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平成30年度 摂津市街頭献血年間予定実施日
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