
大阪高速鉄道㈱ 摂津ライオンズクラブ
 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 240,000円

摂津市商工会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46,000円

ご寄付ありがとうございました

社会福祉協議会では皆さまの善意をお預かりし、
市内の福祉活動に役立てています。

期間 ▼平成30年９月１日～11月30日（敬称略・順不同）

物品
寄付団体

　団体が解散したので、会の残金を役立てたい。香典
返しを福祉の為に役立てたいなどございましたら、社
会福祉協議会までご相談ください。市内の福祉活動に
役立てさせていただきます。

災害時ボランティア活動
に必要とされる物品の購
入の為にとご寄付いただ
きました。

　新しい年を迎える時期に、地域で支援を必
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

54,000円

1,950,000円

948,000円

280,000円

80,000円

■主な配分実績（昨年度）
内　　容配　分　先 配　分　額

昨年度募金額 3,262,849円
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

市内の高齢者・障害者関係施設

校区等福祉委員会（12委員会）

市内の福祉作業所（７団体）

各種団体

市内の70歳以上のひとり暮らし
の方

福祉作業所で使用する備品等
の購入

おせち料理の配食の実施

年末年始のサロン等の活動に
活用

歳末見舞品（チョコレート）を
配布

歳末たすけあい運動にご協力をお願いします!
地域で支援を必しい年を迎え迎え 地域で支　新新し新新しい年を に、地に、地える時期に時期にる時期期に、るい年を迎え迎えい年をいい年 迎を
すことができるる方々が安方々が安る方々 安方々が安要とするとする方々 らす安心安安安安心して暮心し心が安心して暮らすことができるる方々が安方々が要とする らす安心安心して暮

と住民のみなさんの参加と理解を得てにと住にと住ようにうに 住民住民 んの参加みなさなさんの
行う「歳末たすけあい運動」を12月１日から行う行う行行う
実施します。今年度も引き続きご協力いただ

54,0

1,950,0

■主な配分実績（昨年度）
内　　容配　分　先 配　分

市内の高齢者・障害者関係施設

校区等福祉委員会（12委員会） 年末年始のサロン等の活動に
活用

歳末見舞品（チョコレート）を
配布

にににににににににごごごごごごごごごごごごごごご協協協協協協協力力力力力力力力力力力力力力力をををををををををおおおおおおおおおおお願いいいいいいしししままににごごごごごご 願 ままままままいいしししししししししししししししししししししししま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願 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!!!!!!!!歳末たすけあい運動にご協力をお願いします!
実施期間12月１日～31日

阪急正雀駅 ライフ正雀店

平成30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■摂津市役所
■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）

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
11月30日現在

    合計2,807,738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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,438,758円
・街頭募金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128,980円
・バッジ募金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 145,000円
・法人募金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 95,000円

JR千里丘駅

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 コーナン摂津鳥飼西店 山陽マルナカ摂津店

募金内訳

車いす２台をご寄贈いただきました。

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

第121号
平成30年12月15日



　10月25日（木）老人介護者（家族）の会では、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、秋の京都を訪れました。
　お天気にも恵まれ、ファーマーズ・
マーケットたわわ朝霧ではお買い物を、
その後伏見稲荷大社を参拝しました。
帰りのバスの中では、京都の名産品が
当たるビンゴゲームも行われ、お土産
が増えたと皆さん喜ばれていました。

　地域の福祉活動を支えてくださる担い手づくりのた
めに、連続５回の講座を実施します。どうして今地域
の力が必要なのか、参加者同士の意見交換を交えなが
ら地域で自分たちができることについて考えていきま
す。全ての講座を受講された方に「あったかご近所サ
ポーター認定証」をお渡しします。１回のみの受講も
ＯＫです。お気軽にご参加ください！

あったかご近所サポーター
養成講座を実施します!
あったかご近所サポーター
養成講座を実施します!
あったかご近所サポーター
養成講座を実施します!

災害ボランティア活動者
摂津市社会福祉協議会職員
平成30年12月21日（金） 午後１時30分～３時

講師

日時

☎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。

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（時給）
（土日祝・早朝・夜間・年末年始時給UPあり）

■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・一時金（年２回）支給あり
■移動・事務手当てあり

資格要件勤務時間

給 料

諸 手 当

応相談
■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

（右記のいずれか）　　　

募集

介護の疲れをリフレッシュ!介護 疲
摂津市老人介護者（家族の会）摂津市老人介護者（家族の会）摂津市老人介護者（家族の会）

みんなでつくる、地域のつながり
～災害ボランティアの活動から～

第１回

平成31年１月23日（水） 午後２時～日時

みんなでつくる、ひとりぼっちにさせない地域
～ひきこもり支援から考える～

第2回

平成31年２月14日（木） 午後（時間未定）日時

地域で考える精神障害者の支援
～災害時に備えて～（仮）

第3回

平成31年３月６日（水） 午後１時30分～日時

安心して暮らし続けられるまちづくり
～住まいとの関係から～（仮）

第4回

平成31年３月19日（火） 午前10時～日時

まとめ第5回

変更になる場合があります。今 後 の 予 定

摂津市立地域福祉活動支援センター４階
参加
無料

申込
不要

開催場所
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　11月29日（木）摂津市民文化ホールを会場に、
せっついきいき健康づくりグループ活動交流発表会
が盛大に催されました。
　当日は、27グループ、総勢約630名が参加され、
それぞれのグループごとに特色ある発表を行いまし
た。
　今年は筋力維持・増強をはかるため、課題曲（摂
津体操４部作・ラジオ体操・太極拳）を設け、練習に
励んできました。見学の方約170名の来場もあり、
舞台・客席が一体となり楽しいひと時を過ごしました。

せっついきいき健康づくりグループ秋の交流会せっついきいき健康づくりグループ秋の交流会

　年に１度の活動
交流発表会に向け、
４月より月１回程
度、健康づくりグ
ループの代表者に
よる話し合いを重
ね、会をみんなで
作り上げ、当日は、
それぞれの活動を
発表し、親睦を深めています。
　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あり、定期的に集まり
ながら、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。
　健康づくりグループに参加することで、筋力がつ
き、腰痛が軽減した、つまづきにくくなった等効果
を喜ぶ声も聞かれています。
　活動に興味がある方は、お気軽に地域包括支援セ
ンターまでご連絡ください。

　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、介護だけではなくさまざま
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きます。
（介護保険法の改正により平成30年４月から全国の
市町村に配置が義務付けられました。）

　生活支援コーディネーターは、安威川以北と以
南にそれぞれ１名ずつで担当しています。
　今回は、今年４月からの６カ月間の取組につい
てお知らせいたします。
　高齢者が生き生きと暮らせる地域づくりの参考
とするため、地域で開催されている「集い場」等を
訪問し、介護予防や趣味を活かしたあらゆる活動
内容をまとめた情報冊子作りを進めています。
　地域に出向き、口コミで情報をいただいた場所
も含めて訪ねた「集い場」は延べ200カ所を数え
ており、多くの方々が人と人の繋がりを大切にさ
れていることが良く理解できます。
　今後も、冊子作りを行いながら地域を訪問し、
できるだけ多くの皆様と意見交換をしてまいりた
いと思いますので、引き続きよろしくお願いいた
します。

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

29日（木）摂津市民文化ホールを会場に、
きいき健康づくりグループ活動交流発表会

　年に１度の活動
交流発表会に向け、

活動交流発表会が開催されました！！活動交流発表会が開催されました！

生活支援コーディネーターからのお知らせ生活支援コーディネーターからのお知らせ生活支援コーディネーターからのお知らせ

第12回 せっついきいき健康づくりグループ

榮田  喜美小島  芳子

～生活支援コーディネーターとは～

私
た
ち
が

担
当
し
て
い
ま
す

２・４・５中地区担当
（安威川以南）

１・３中地区担当
（安威川以北）

（3）平成30年12月15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！

小地域ネットワーク活動に参加しませんか？小地域ネットワーク活動に参加しませんか？

味舌福祉委員会 「インフルエンザを予防しよう」

鳥飼北小学校区福祉委員会 「郊外にみんなで出かけました」

　小地域ネットワーク活動は、地域における孤立を防ぐ
取組みです。地域のひとり暮らし高齢者や障がい(児）者
及び子育て中の親子等支援を必要とするすべての人が安
心して生活できるよう、地域住民の参加と協力による支
え合い・助け合いの活動で、小学校区ごとに設置されて
いる「校区等福祉委員会」によって展開されています。

  個別援助活動
・見守り・声かけ訪問活動
・日常的な生活支援活動  など

  グループ援助活動
・いきいきサロン　・子育てサロン　・リハサロン
・ふれあい喫茶やカフェ　など

　小地域ネットワーク活動をすすめるためには、地域のボランティアの協力が必要です。現在、いきいきサロンなどの
お手伝いをしていただけるボランティアを募集しています。年齢や性別、経験などは一切問わない誰でも参加できる
活動です。少し時間のある方やボランティア活動に興味のある方はご連絡下さい。

　味舌福祉委員会は「いきいきリハサロン」を毎月第
４金曜日に「デイハウスました」で開催しています。
　10月26日には、寝たきり予防にもなるリハビ
リ体操の後、保健師からインフルエンザの予防に
ついて講話がありました。朝夕少し冷え込むこれ
からの季節、流行本番となるインフルエンザの感
染を防ぐポイントとしての「手洗い」「マスク着用」
や予防接種について、参加者は真剣に話を聞いて
いました。

　鳥飼北小学校区福祉委員会は「いきい
きリハサロン」を毎月第１火曜日に新鳥
飼公民館で開催しています。気候の良い
11月には毎年郊外にみんなで出かけて
おり、今年は箕面温泉スパーガーデンへ
行きました。バスで到着後みんなそろっ
て昼食を取り、大衆演劇を観たり温泉に
入ったり周りを散策する等それぞれ楽し
いひと時をすごしました。

第121号（4）



校校 区区 等等 福福 祉祉 委委 員員 会会 活 り動 だ よ

小学校区等 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10時～正午 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

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

※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。

子育てサロン

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

（5）平成30年12月15日



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？

　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。

「福祉何でも出張相談」を行っています き
を

「「「「「「「「「「「「「「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「福祉何でも出張相談」を行っています

依 頼 会 員 179人
援 助 会 員 88人
両 方 会 員 45人

・会員登録状況 （平成30年12月１日現在）

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31年２月１日　  ・３月１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31年1月16日　　・2月20日　　・3月20日 〃

あいあいホール別府
別府１丁目６－21

毎月第３水曜日
・平成30年12月19日　・平成31年1月16日　・2月20日　・3月20日 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31年1月24日　　   ・2月28日　　・3月28日 〃

平成31年１月25日（金）10：00～正午
地域福祉活動支援センター４Ｆ
乳幼児を対象に救急車が到着するまでの対処法
ＡＥＤ（自動体外式除細動器）使用方法
摂津市消防署署員
15名（申込者多数の場合は同センター会員優先）
無料

救急法を体験してみませんか？救急法を体験してみませんか？「「救急法講習会救急法講習会」」

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）
TEL、もしくはe-mailに①救急法講習会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31年１月18日（金）必着

　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
場　　所
内　　容

講　　師

定　　員
参　加　費

一時保育

申し込み

受付締切り

●TEL：06－6383－3341 ●e-mail：famisapo@settusisyakyou.or.jpお問い合せは

　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。

平成30年12月21日（金） 10：00～11：00
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

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。

両方会員：依頼と援助の両方を兼ねる方
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）

会 募 集 中 !!員
日　　時

会員の条件

利用料金

登録手続き

内　　容

場　　所

第121号（6）



摂津市ボランティアフェスティバル摂津市ボランティアフェスティバル

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

ツイッターでボランティア情報発信しています。
http://www.settusisyakyou.or.jp/v_center.htm

　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10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
ィアの活動紹介の他、今年発生した大阪府北部地

震・台風21号の被害状況や、災害ボランティアセン
ターの活動についての報告会を行いました。
　また、手話、演技などを使いパフォーマンスを行
う、サインダンスグループ「オイカゼ」のお二人を
お招きし、様々なパフォーマンスを披露いただきま
した。

　ボランティアセンターでは家の片付けや引っ越しの荷造り、
ごみの分別などの活動を行い地域の方に大変喜んでいただい
ております。
　特別なことではなく、日常の生活の中のちょっとしたこと
でボランティアを必要としている方はたくさんいます。
　ボランティアを通してそういった身近なお困りごとを解決
し地元の人とつながりませんか？
　ボランティア活動にご興味がある方は、お気軽にボランテ
ィアセンターまでお問合せください。

ボランティアはじめませんか？

摂津市ボランティアセンター
　　    ☎06－6318－1128

お問合わせ

（7）平成30年12月15日



平成30年12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

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

　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　

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

【12月】 ▼ 18日
【  1月】 ▼   8日・15日・22日・29日
【  2月】 ▼   5日・12日・19日・26日
【  3月】 ▼   5日・12日・19日・26日 

相談日の
ご案内

献血献血～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！

●お申し込み…☎06－6383－1577　

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

■平成30年９月６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：４１名（内採血者数：３４名）
■平成30年10月１日実施分 
　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・　・受付数：１７名（内採血者数：１３名）
■平成30年11月27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：38名（内採血者数：34名）

街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）

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
※都合により変更となる場合がございます。

街頭献血実施日　献血場所

　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
どを紛失防止のため、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。

本事業に関する詳細・ご相談等は、摂津市社会福祉協議会までご連絡下さい。

日常生活自立支援事業
― あなたの暮らしのお手伝い ―

　摂津市社会福祉協議会の年末の業務は12月28日（金）まで、
年始は１月４日（金）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（火）
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31年１月４日（金）の配食サービスのキャンセル等の連絡
は、12月28日（金）までにご連絡いただきますようお願いします。

年末年始のお知らせ

ご協力ありがとうございました！

・・・12月は大阪府献血推進月間です・・・
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