
　赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目的とした社会福祉活動を支援するための募金です。
　昨年度は3,328,107円のご協力をいただきました。そのうち、摂津市社会福祉協議会には令和2年度
の事業費として、1,785,417円が配分され、下記の事業に活用させていた
だいております。
　今年も10月1日から11月30日の2カ月間募金運動を展開し、募金箱の
設置や街頭募金を実施します。みなさまのご協力をお願いいたします。

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：令和２年６月１日から８月31日（敬称略）

・森　徳 治 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００,０００円

・匿　名 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００,０００円
個人

・第一正寿会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２００,０００円

・㈱阪急オアシス ・・・・・・・・・３００,０００円
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。

じぶんの町を良くするしくみ。じぶんの町を良くするしくみ。

赤い羽根共同募金に、ご協力をお願いします
　赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目的とした社会福祉活動を支援するための募金です。。
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令和２年度　摂津市社会福祉協議会への 共 同 募 金 配 分 金

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

共同募金の使いみちを
ホームページで公開しています

赤い羽根データベースはねっと

総　額

1,785,417円

70,000円 150,000円

60,000円

255,000円
160,000円

890,417円

200,000円

児童・青少年福祉活動事業 ……

障害児・者福祉活動事業 ……

老人福祉活動事業 ……………

福祉育成・援助活動事業 ……

母子・父子福祉活動事業 ……

相談事業 ………………………

安心・安全なまちづくり支援事業 ………

第一正寿会よりご寄付いただきました。

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
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　令和２年８月21日（金）地域福祉活動支援センター４階研修
室にて、DVD「ひきこもりからの回復」上映会を開催しました。
今回は、第2巻の「家族の役割と支援」がメインテーマで、当

日は市民の方や関係機関の職員など、午前・午後合わせて29名
が参加されました。
　上映後には、大阪人間科学大学の岩田先生より、ひきこもり
の方への関わり方などについてアドバイスもいただきました。
　参加者からは、「当事者や精神科の先生の話が聞けて良かった」
「家族の交流会が出来たら良い」などの感想が寄せられました。
　今後も引き続き開催していきたいと考えています。

ひきこもりDVD上映会

コロナうつに注意しましょうコロナうつに注意しましょう

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

☎06－4860－6350

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（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

■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

賃 金

諸 手 当

応相談

（右記のいずれか）　　

を開催しました
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
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依 頼 会 員 212人
援 助 会 員 92人
両 方 会 員 39人

・会員登録状況 （令和２年９月１日現在）

ファミリー・サポート・センター会員募集中
　「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。

「さくらんぼ」のみなさんが作成した布マスク 摂津市教育委員会へ寄贈しました

　摂津市立地域福祉活動支援センター１Fにマスク寄
贈ボックスを設置し、ご家庭で使用されないマスク
の寄贈を５月末より募っておりましたが、約1カ月間
で合計８４４枚のご協力をいただきました。ご持参い
ただいた方、郵送でお送りいただいた方、本当にあ
りがとうございました。
　いただいたマスクは７月１日、摂津市教育委員会
へ寄贈させていただき、学校でマスクを忘れた子ど
もたちに配布され活用されます。

ご協力ありがとうございました！

　また、ボランティアセンターでは毎月第４水曜日
に手芸ボランティアグループ「さくらんぼ」主催のマ
スク作成ボランティア活動が行われています。まだ
まだ必要とされているマスク。活動に参加して布マ
スクを作ってみませんか？ご興味のある方はボラン
ティアセンター（TEL06-6318-1128）までお問合せ
ください。

令和２年９月25日（金）　10：00～12：00
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

（3）令和２年９月15日
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を開催しました

　運動、食事、睡眠の 3 大要
素を向上させて免疫力をアップ
させる。特に睡眠や休息が大切
です。

　ネガティブなニュースから距離
を置いて、デマや誤った情報に振
り回されないようにする。

　朝目覚めたときに今日の予定を
決めて行動する等、１日を計画的
に過ごす。

　家庭での会話、友人、知人との
交流を電話やコミュニケーション
方法を工夫して続ける。

　ウイルスそのものに対する不安や恐怖、外出自粛に伴うストレスの蓄積、新たな生活様式に
よる影響も大きな原因の一つとして今コロナうつが社会問題になっています。

　そう感じたらネットの中に「コロナうつ」自己診断
チェックシートがいろんな機関から出ています。
◦新型コロナウイルスの情報が常に気になる
◦いろんなことにマイナス思考が増えた
◦趣味に身が入らなくなった
◦悩みや不安を気軽に話せる人が周りにいない
◦頭痛や腹痛、肩凝り等身体の不調を感じる　など

　コロナウイルスに負けない力と
して免疫力が注目されています。
免疫力をアップさせるひとつには
マイタケ料理がおすすめ！
　ウイルスから身を守る力をアッ
プさせる食材を積極的に食べるよ
うにしてみませんか？

コロナうつに陥らないために

規則正しい生活を心掛ける

情報を適宜遮断する

自分に刺激を与える生活を送る

人との交流を絶たないよう意識する

もしかしてうつかも？

最後に

気になる症状があれば医療機関への
受診も検討しましょう。

第128号（2）



令和２年９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～

ほほえみコール（電話訪問）

～ご協力をお願いいたします～献　血献　血

　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。
　もしお悩みでしたらご相談下さい。

（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。

●毎月第１～第４火曜日　午後１時～３時
　 ●場所　社会福祉協議会相談室

【  9月】 ▼ 15日
【10月】 ▼ 6日・13日・20日・27日
【11月】 ▼ 10日・17日・24日
【12月】 ▼ 1日・ 8日・15日 

相談日の
ご案内

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　

■令和２年６月11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：53名（内採血者数：47名）

当日は、骨髄バンクのドナー登録も行われ、新たに７名
の方にご登録いただきました。

■令和２年７月６日実施分
　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・受付数：25名（内採血者数：22名）

街頭献血実施日　献血場所 街頭献血実施報告（摂津市献血推進協議会）

ご協力
ありがとう

ございました！

■令和２年　10月 5日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　　12月10日（木）　摂津市役所
■令和３年　 ３月 1日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　　　　　　 ３月11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。

　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。

■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
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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
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