
大阪よどがわ
市民生活協同組合
　  ・・・・・・・・700,000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 ▼令和２年９月１日～同年11月30日迄（敬称略・順不同）

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。

　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
実施しています。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。

本年度のおせち料理の配食につきましては、諸般の事情により実施を見送らせ
ていただきます。ご理解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
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■主な配分実績（昨年度）
内　　容配　分　先 配　分　額

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

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!
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■主な配分実績（昨年度）
内　　容配　分　先 配　分

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
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実施期間12月１日～31日

令和２年度街頭募金協力施設・団体
●JR千里丘駅●阪急正雀駅●モノレール南摂津駅●ホームセンターコーナン摂津鳥飼
西店●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

11月30日現在
合計2,715,341円
の募金をみなさまからご協力
いただきました。

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
（阪急正雀駅・モノレール南摂津駅にて）

募金内訳
・戸別募金・・・・・・・・・・2,455,169円
・街頭募金・・・・・・・・・・・・・・・・・29,672円
・バッジ募金・・・・・・・・・・・・・90,500円
・法人募金・・・・・・・・・・・・・140,000円

中 間 報 告

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70歳以上の
ひとり暮らしの方

市内の福祉作業所
（６団体）

各種団体

大阪よどがわ市民生活協同組合よりご寄付いただきました。

令和２年度歳末たすけあい運動の
配分について

昨年度募金額 2,956,615円

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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　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。３回講
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。お気軽にご参加下さい！

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、事前に社会
福祉協議会までお申込みの上ご参加いただきますよ
うお願いします。各回定員（30名）

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!

大阪教育大学 教授　新 崎  国 広 氏

11月24日（火）に実施しました

講師

第１回

第２回

令和３年１月１５日（金）午後１時３０分～
日時

第3回

令和３年２月９日（火）午後１時３０分～
日時

第4回 令和３年３月５日（金）午後１時３０分～
日時

●申込受付：令和３年１月４日～

●申込受付：令和３年１月２６日～ ●申込受付：令和３年２月１９日～
第5回

変更になる場合があります。今 後 の 予 定

地域福祉活動支援センター

参加
無料

開催場所

共に育ちあい共に生きる社会をつくる
～すべての人が、共に暮らしやすい地域の実現を
　　　　　　めざしてボランティアにできること～

成年後見制度と
日常生活自立支援事業について

★定員に達した場合受付を終了させていただきます。
申込先： ☎06－4860－6460 摂津市社会福祉協議会

　アメリカの医療系メディア Web MD でコロナ太り
の実態を調査したアンケート結果を公開しています。
各国で男女ともに体重増加の傾向の中、日本人は堂々
３位に。（１位はイタリアで６６％、２位はブラジルで
60％）つまり、日本国民の半分以上が、新型コロナ
ウイルスの影響で太っているということになります。
皆さん、心当たりはありませんか？
　９キロ以上太った人は４％、4.５キロから９キロ未満
が２１％、３キロから４キロは２６％、2.７キロから 1.８キ
ロは３４％、４５０グラムから１.３キロという微増は１５％。
その原因は７３％が運動不足、３５％がストレスによる
過食、１７％がアルコールの過剰摂取という結果です。

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
～コロナ太り深刻 日本人は51％が太り“世界でワースト３入り”～～コロナ太り深刻 日本人は51％が太り“世界でワースト３入り”～

　真面目でルールを重んじる日本人の国民性が裏目
に出てしまったとも言えるでしょうか。ただ、やは
り運動不足や過剰な飲食で体重増というのは、生活
習慣病につながります。
　摂津市には近隣市に比較して、糖尿病や心疾患の
患者さんが多いという特徴があります。
　この新型コロナウイルス感染
症はこのような持病のある方が
重症化するとも言われています。
この機会にもう一度生活習慣を
見直し、一丸となってこの感染
症を乗り越えましょう。

★新型コロナウイルスの影響により、予定の講座が中止となる場合がございます。実施の有無に関してはお問い合わせください。

※第２回の講座については、
コロナウイルスの影響に
　より中止させていただき
　ました。
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　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。３回講
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。お気軽にご参加下さい！

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、事前に社会
福祉協議会までお申込みの上ご参加いただきますよ
うお願いします。各回定員（30名）

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!

大阪教育大学 教授　新 崎  国 広 氏

11月24日（火）に実施しました

講師

第１回

第２回

令和３年１月１５日（金）午後１時３０分～
日時

第3回

令和３年２月９日（火）午後１時３０分～
日時

第4回 令和３年３月５日（金）午後１時３０分～
日時

●申込受付：令和３年１月４日～

●申込受付：令和３年１月２６日～ ●申込受付：令和３年２月１９日～
第5回

変更になる場合があります。今 後 の 予 定

地域福祉活動支援センター

参加
無料

開催場所

共に育ちあい共に生きる社会をつくる
～すべての人が、共に暮らしやすい地域の実現を
　　　　　　めざしてボランティアにできること～

12月８日（火）に実施しました

「『精神障害者宣言』
～こころの病を語る・生きる～」

成年後見制度と
日常生活自立支援事業について

★定員に達した場合受付を終了させていただきます。
申込先： ☎06－4860－6460 摂津市社会福祉協議会

　アメリカの医療系メディア Web MD でコロナ太り
の実態を調査したアンケート結果を公開しています。
各国で男女ともに体重増加の傾向の中、日本人は堂々
３位に。（１位はイタリアで６６％、２位はブラジルで
60％）つまり、日本国民の半分以上が、新型コロナ
ウイルスの影響で太っているということになります。
皆さん、心当たりはありませんか？
　９キロ以上太った人は４％、4.５キロから９キロ未満
が２１％、３キロから４キロは２６％、2.７キロから 1.８キ
ロは３４％、４５０グラムから１.３キロという微増は１５％。
その原因は７３％が運動不足、３５％がストレスによる
過食、１７％がアルコールの過剰摂取という結果です。

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
～コロナ太り深刻 日本人は51％が太り“世界でワースト３入り”～～コロナ太り深刻 日本人は51％が太り“世界でワースト３入り”～

　真面目でルールを重んじる日本人の国民性が裏目
に出てしまったとも言えるでしょうか。ただ、やは
り運動不足や過剰な飲食で体重増というのは、生活
習慣病につながります。
　摂津市には近隣市に比較して、糖尿病や心疾患の
患者さんが多いという特徴があります。
　この新型コロナウイルス感染
症はこのような持病のある方が
重症化するとも言われています。
この機会にもう一度生活習慣を
見直し、一丸となってこの感染
症を乗り越えましょう。

★新型コロナウイルスの影響により、予定の講座が中止となる場合がございます。実施の有無に関してはお問い合わせください。

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

ボランティアセンター
情 報
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ーーーーーーーーーーーボランティアセンター
情 報
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からのお知らせです!

依 頼 会 員 218 人

援 助 会 員 94 人

両 方 会 員 41 人

・会員登録状況（令和２年12月１日現在）

救急法を体験してみませんか？「救急法講習会」
　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。

　ボランティアセンターでは、既存のボランティア活動
を感染症予防に留意して再開しています。月一度開催
している切手整理ボランティア、雑巾縫ってボランティ
アは活動時間をおひとり２時間までとし、人数制限を設
けて実施し、第２、第４金曜日に開催しているコミュニ
ケーション麻雀は参加多数の場合、交替制にして密にな
らないように実施しています。ご要望があればメンバー
が地域の集会所等に出向いてコミュニケーション麻雀
を指導する活動も再開し
ていますので、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。

　地域での支え合い活動や介護予防活動、サロン活動、
趣味のサークルなど、高齢者が気軽に参加できる活動の
情報を集めた中学校区別の「高齢者のための地域活動マ
ップ」に新しく「老人クラブ」の活動をまとめた冊子（紫
色）が加わりました。生活支援コーディネーターが摂津
市老人クラブ連合会に加入されている各クラブを訪問し、
収集した情報をもとに作成しています。社会奉仕活動、
交流会、体操など各クラブに参加されている方の楽しい
活動の様子を写真付きで紹介しています。冊子は、市役

所１階・高齢介護課、社会福
祉協議会、各公民館、図書館、
コミュニティプラザ、別府コ
ミュニティセンター等で配布
しています。また、市ホーム
ページにも掲載しています。

ボランティア活動再開しています！

令和３年１月29日（金） 10：00～11：30
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
10名

日　　時

場　　所

内　　容

講　　師

定　　員

無料
ＴＥＬ、もしくはe-mailに①救急法講習会
②氏名③電話番号を記入してお申し込み
ください。
◦TEL：０６－６３８３－３３４１
◦e-mail：

　famisapo@settusisyakyou.or.jp

参 加 費

申し込み

生活支援コーディネーター
◦生活支援コーディネーターは、地域に出向き、さまざまな活動を発

掘し、情報の共有化や活動相談などの地域のつながりをコーディ
ネートすることで、高齢者に関するさまざまな生活課題の解決を支
援します。高齢介護課と社会福祉協議会に配置されています。

「高齢者のための地域活動マップ」に、
『老人クラブ編』が追加されました。

（3）令和２年12月15日



令和２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～

ほほえみコール（電話訪問）

　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くださ
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30分～

　●電話：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

【12月】 ▼ 1日・ 8日・15日 
【 1月】 ▼ 12日・19日・26日
【 2月】 ▼ 2日・ 9日・16日
【 3月】 ▼ 2日・ 9日・16日・23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９月10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：57名（内採血者数：46名）

■令和２年10月５日実施分
　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・受付数：29名（内採血者数：25名）

■令和２年10月29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：35名（内採血者数：29名）

ご協力ありがとうございました！

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）

　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～

　摂津市社会福祉協議会の年末の業務は12月28日（月）
まで、年始は１月４日（月）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（金）のみ業務をお休みいたします。

　令和３年１月４日（月）の配食サービスのキャンセル
等の連絡は、12月28日（月）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

☎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３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

勤務時間

賃 金

諸 手 当

応相談

資格要件
（右記のいずれか）　　

献血献血 ～12月は大阪府献血推進月間です～

― 配食サービスをご利用のみなさまへ ―

■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。
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