
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、大阪人間科学大学の皆
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

　「あたたかい気持ち」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、企業などのご協力により実
施いたしました第72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
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。

ボーイスカウト・ガールスカウト・大阪人間科学大学の街頭募金の様子

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72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：23,348円】 法人募金協力企業【募金総額：250,000円】

（福）摂津宥和会
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㈱
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㈱
㈱田邉空気機械製作所
㈱尾崎電気商会
岸本建設㈱

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 3,122,255円3,122,2553,122,255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（397食）
市内の福祉作業所（７団体）

各種団体

配　分　先 内　　　　　　容
54,000円

1,870,000円
952,800円
280,000円

80,000円

配　分　額平
成
30
年
度

主
な
配
分
先

3,382,388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

・手芸ボランティア「さくらんぼ」　・㈱ダイマツ◆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！
円円円
しししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！！！！歳 末 た す け あ い 運 動

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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　介護保険の利用の仕方や疑問について、施設職員の目線から解説し
ていただきました。参加者からは「実際の具体的な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。

　地域のささえあい活動を支援し、お手伝いしてくださる担い手
づくりのために、連続５回の講座を実施しています。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。

地域のささえあい活動を支援し お手伝いしてくださる担い手

あったかご近所サポーター養成講座あったかご近所サポーター養成講座あったかご近所サポーター養成講座

地域福祉活動拠点にて、安心して暮らせる福祉講座を実施しました地域福祉活動拠点にて、安心して暮らせる福祉講座を実施しました

平成30年12月21日（金）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

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

・日　　時：平成30年12月12日（水）
・開催場所：ゆうゆうホール鳥飼西

参加無料

申込不要

平成31年１月23日（水）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）日 時

地域で考える精神障害者の支援
～災害時に備えて～第3回

平成３１年３月６日（水）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～第4回

「在宅で暮らすために～介護保険のお話～」

社会福祉法人成光苑 せっつ桜苑
事業部長 下村 宗治 氏

講 師

3月19日（火）午前10時～11時30分

地域福祉活動支援センター            大阪教育大学  教授  新崎  国広先生

日 時

場 所 講 師

最終回最終回最終回

日常生活自立支援事業関連講座・あけぼの福祉会
地域活動支援センターあしすと共催

予約不要

無料
今回のみの
参加もOK！

つながりのあるまちづくりをめざして
    ～“助け上手・助けられ上手”になろう～

第5回

講師プロフィール ● 新崎国広（あらさき くにひろ）●大阪教育大学教育学部教育協働学科教育心理科学講座 教授 ●大学院教育学研究
科健康科学専攻（夜間大学院）教授。 ●1978年、肢体不自由児施設にてソーシャルワーカー兼ボランティアコーディネーターとして従事。
働きながら、社会福祉士資格取得、大阪教育大学大学院修士課程修了。 ●1999年4月、専門学校専任講師、2001年4月　中部学院
大学助教授を経て、2003年4月より大阪教育大学准教授。2017年4月より大阪教育大学教授。
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　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。
　２月１日には、その内容を広く知ってもらうため、
JR千里丘駅とコーナン摂津鳥飼西店の２カ所で街
頭啓発活動を実施しました。また、２月23日には、

地域交流に関する研修会も開催しました。
　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。

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

「つながりのまち摂津をみんなで育もう」「つながりのまち摂津をみんなで育もう」「つながりのまち摂津をみんなで育もう」

『対人援助についてのスキルを高め、ケアマネを長く続けていく為の秘訣を学ぼう！』

街頭啓発と研修会を行いました。

　高齢者になっても、認知症になっても、住み慣れ
た地域で自立した生活が送れるように、個別の課題
の検討や、地域の課題の解決のために地域ケア会議
を開催しています。
　保健・福祉・医療等の専門職、行政、民生委員、自
治会等の地域の代表、本人、
家族、市民の方が参加して
行われており、介護保険法
に位置付けられています。

　介護保険の相談に応じて、認定を受けた方の介護サービス計画（ケアプラン）を作
る専門職です。都道府県が行う試験の合格後、研修を受けて資格が認定されます。
　受験資格は介護や医療等の５年以上の実務経験者です。

　摂津市では『個別ケース会議』、ケアマネジャー
のための『ケアマネジメント支援会議』、そして各
中学校区での『全体会議』の3つの地域ケア会議が
行われています。
　個別ケース会議には市民の皆様に、ご参加をお願
いすることがあるかもしれません。
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
　なお個人情報の取り扱いには十分配慮をして会議
を開催しております。

っても 認知症になっても 住み慣れ 摂津市では『個別ケース会議』 ケア

地域ケア会議を行っています！地域ケア会議を行っています！地域ケア会議を行っています！

　地域包括支援センターではケアマネジャーを対象
に年2回、勉強会を開催しております。今回は平成30
年11月19日に摂津市立地域福祉活動支援センター4
階で対人援助スキルアップの勉強会を行いました。
　講師に大阪人間科学大学の准教授で、臨床心理士
でもある土肥茂幸先生をお招きしてグループワーク
を行いました。各グループで活発な意見交換が行わ
れ、お互いの視点の違いや対人援助のスキルを学ん
だり、自分自身のストレスと上手に付き合う方法を

学びました。
　参加された方からは「同じような悩みやストレス
を抱えていることが分かって気持ちが楽になりまし
た」等、多くの意見をいただきました。

平成30年度

介護支援専門員とは…
（ケアマネジャー・ケアマネ）

についてのスキルを高め ケアマネを長く続けていく為の秘訣を学ぼう！』

度 第2回ケアマネジャー勉強会を開催しました。第2回ケアマネジャー勉強会を開催しました。第2回ケアマネジャー勉強会を開催しました。
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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！

三宅福祉委員会

味舌東地域福祉委員会
　味舌東地域福祉委員会は「いきいきリハサロン」を
校区内の各集会所で開催しており、２月２６日に三
島団地集会所でサロンを開催しました。今回は地域
包括支援センターの職員を招き、健康に過ごすため
の食事と栄養について、嚥下予防の「パタカラ体操」
等についてお話をしてもらいました。また、摂津市
が作った「摂津みんなで体操三部作」と「せっつはつ
らつ脳トレ体操」のDVDを見ながらみんなで実際に
体操をしました。

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？
　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、地域の自治会や団体などで
組織されている「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。

　三宅福祉委員会は毎月第２金曜日に「いきいきリハ
サロン」を午前１０時から旧三宅小学校で開催してい
ます。
　今回のサロンは、介護予防のリハビリ体操で体を
動かした後、３月のひなまつりにちなんで吊り飾りを
作りました。台紙におひなさまを貼り付け、飾り付
けた作品をお互い見せ合う等楽しいひとときを過ご
しました。
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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～11時30分

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31年３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 185人
援 助 会 員 86人
両 方 会 員 42人

・会員登録状況 （平成31年３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
・４月５日　  ・６月７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
・４月17日　　・５月15日　　・６月19日 〃

あいあいホール別府
別府１丁目６－21

毎月第３水曜日
・４月17日　　・５月15日　　・６月19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
・３月28日　　   ・４月25日　　・５月23日　　・６月27日 〃

救急法の講習会救急法の講習会をを
行いました行いました

会員交流会会員交流会をを
行いました行いました

会員登録説明会を行います会員登録説明会を行います

　子どもの安全のため、
AEDの使用方法や心肺
蘇生法を学びました。
　いざという時対応で
きるように身につけて
おきたいですね。

　押し花といえば、小さいころ作った方も多いと思
います。
　今回の交流会は色とり
どりの押し花を使って、
花はがきと花ボールペン
作りを楽しみました。

　子育てに困っている方、子育てが一段落して時間に余裕ができた方、ちょっとだけ手伝って
みようかなという方、送迎だけならできるかなという方もぜひお越しください。

1月25日（金） AED
Automatic External Defibrillator

　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31年３月22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

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）

日　　時

会員の条件

利用料金

登録手続き

内　　容
場　　所

2月4日（月）

第122号（6）
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■■ボランティア活動保険

保険料（１名） Aプラン 300円 Bプラン 500円 Cプラン 600円
(天災担保付)

補
償
内
容

傷

害

死亡・後遺障害 1,420万円 2,090万円 1,660万円
入院 6,500円 11,000円 6,500円
通院 2,500円 5,000円 3,000円

賠償責任 5億円 5億円 5億円

■■ボランティア・市民活動行事保険

保険料（１名）
【Ⅰ型】　　Ａ行事　     30円
　　　　　　Ｂ行事　   134円
　　　　　　Ｃ行事　   262円

補
償
内
容

傷

害

死亡・
後遺障害 500万円

入院 3,000円
通院 2,000円

賠償責任
対　人   1名1億円/1事故2億円
対　物　　　　  1事故500万円
受託物　　　　  1事故500万円

保険料が変更になりました（Ⅱ型）

保険料（１名）

【Ⅱ型】　１泊２日　　229円
　　　　 ２泊３日　　281円
　　　　 ３泊４日　　289円
　　　　 ４泊５日　　342円
　　　　 ５泊６日　　350円
　　　　 ６泊７日　　358円

補
償
内
容

傷

害

死亡・
後遺障害 400万円

入院 3,000円
通院 2,000円

賠償責任
対　人   1名1億円/1事故2億円
対　物　　　　  1事故500万円
受託物　　　　  1事故500万円

■■非営利・有償活動保険　
最高稼働人数２名以上

保険料（１名） Aプラン　　　　　4,900円 Bプラン　　　　　 6,300円

補
償
内
容

傷

害

死亡・後遺障害 160万円 328万円
入院 3,000円 3,000円
通院 1,000円 1,500円

賠償責任
対　人　1名1億円/1事故2億円
対　物　　　　   1事故500万円
受託物　　　　   1事故500万円

対　人　1名1億円/1事故2億円
対　物　　　　   1事故500万円
受託物　　　　   1事故500万円

■■移送中事故・障害保険
保険料（１名） 2,000円

補
償
内
容

傷

害

死亡・後遺障害 266万円
入院 3,000円
通院 2,000円

賠償責任 ー

　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

　コミュニケーション麻雀は全国各地
の高齢者が集まるサロンに広がりつつ
ある、ゲーム感覚の新しい「麻雀」です。
　ギャンブル性を排除するため、牌を積み木サイズの
大型にし、２人ないし３人ひと組で相談しながらゲー
ム感覚で男女ともに楽しめるようにと考案されました。
「コミュニケーション」が自然に生まれ、大型の牌を動
かすので軽い運動やリハビリにもなります。
　「心」と「身体」を動かし、笑顔が生まれる「コミュニ

新年度（平成31年度分）のボランティア活動保障制度の申込みを受付中です。切り替えは３月中にお早めにお願いいたします。

・活動日：地域福祉活動支援センター内にて第２、４金曜日13時～15時の間で活動しています。

ボランティアはじめませんか？

コミュニケーション麻雀しませんか？

平成31年度　ボランティア活動保険のご案内

摂津市ボランティアセンター　☎06－6318－1128お問合わせ

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。

ケーション麻雀」。地域の
コミュニティや施設で一度
体験してみませんか？
　コミュニケーション麻雀
グループ「友輝」のメンバ
ーが訪問し、分かりやすく説明いたしますので初めて
の方でも安心してお楽しみいただけます。
　ご興味のある方はボランティアセンターまでお気軽
にお問い合わせください。
※牌のみの貸し出しはしておりません。
※牌の受け取りと返却は依頼者様でお願いいたします。

ボランティア・市民活動行事保険のⅢ型が新設されます。（宿泊を伴わないかつ参加者が事前に確定できない1日行事（Ⅲ型））
詳細につきましては、ボランティアセンターまでお問合せください。

お問合わせは　ボランティアセンターまで　☎06－6318－1128

（7）平成31年３月15日



平成31年３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

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。

摂津青年会議所よりご寄付い
ただきました。

期間：平成30年12月１日～31年２月28日（敬称略・順不同）

匿　名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2,000円
匿　名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60,000円
匿　名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  45,075円

鳥飼小学校区福祉委員会　さわやかカフェ・・・・・・・・・・
手芸ボランティア「さくらんぼ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
摂津市シルバー人材センター手芸同好会 ・・・・・・・・・・・・
NPO法人明るい社会づくり運動北摂地区協議会 ・・・
一般社団法人摂津青年会議所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ちんどんya夢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

14,201円
50,000円
50,000円
50,516円
39,987円
30,000円

摂津市商工会女性部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ぞうきん200枚
住友生命茨木支社・住友生命労働組合茨木支部 ・・・ タオル730枚

摂津市商工会女性部よりぞう
きんを寄贈いただきました。

摂津市シルバー人材センター
手芸同好会よりご寄付いただ
きました。

物品寄付

個　　人

ご寄付ありがとうございました

団　　体

　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）

　ひとり暮らし高齢者などの希望者を対象に行っております
ほほえみコール（電話訪問）のお手伝い（電話での安否確認
や会話）をいただける方を募集しています。活動内容など詳
細につきましては、お問合せいただきますようお願いします。
　　　　　　●●お問い合わせ…☎06－4860－6460　

ほほえみコール（電話訪問）のお手伝いを募集します！

　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

【 3月】 ▼ 19日・26日
【 4月】 ▼   ２日・  ９日・16日・23日
【 5月】 ▼   ７日・14日・21日・28日
【 6月】 ▼   ４日・11日・18日・25日 

相談日の
ご案内

献血のご案内・街頭献血献血のご案内・街頭献血献血のご案内・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！

3.5 ●3.5 ●お申し込み…☎06－6383－1577　

■平成30年12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：３６名）

街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）

平成31年６月６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

ご協力ありがとうございました！

　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。

～献血は身近にできるボランティア～

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。

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。

■摂津市三島２－５－４
☎06－4860－6460

5.5㎝

4.5
㎝

基本枠

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㎝

基本枠×２

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×３

基本枠×４

広 告 募 集 ☎06－4860－6460
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