
お問い合わせ先：摂津市福祉就職フェア 事務局 とりかい白鷺園内　 TEL 072-654-5094　 FAX 072-654-3494

摂津市立コミュニティプラザ3F 【コンベンションホール】

■阪急京都線「摂津市」駅から徒歩1分
■JR京都線「千里丘」駅から徒歩10分
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【無料体験コーナー】

介護福祉士、社会福祉士を
目指す方必見!

◆進学貸付金
　相談コーナー

骨の健康を調べてみませんか？
◆骨密度測定コーナー

ハンドケア、肌質分析、
ワンポイントメイク

◆美容コーナー
（フェイシャルエステなど）
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新型コロナウィルスへの感染予防のため、消毒・換気の
徹底をしておりますのでご安心ください。また、お客様へ
マスク着用の上ご来場いただくようご協力お願いします。

カフェコーナー

保育スペースあり

お仕事相談コーナー開設!
学生限定! インターンシップ受入れ相談会開催!

《主 催》摂津市介護保険事業者連絡会／摂津市　   《後 援》社会福祉法人大阪府社会福祉協議会 大阪福祉人材支援センター
《参加事業所名》 ケアセンターたんぽぽ、光摂会、昭和病院、摂津いやし園、せっつ桜苑、摂津市社会福祉協議会、摂津特養ひかり、
摂津市立みきの路、デイサービス希楽瞳輝、とりかい白鷺園、花みずき、宮川リハビリデイセンター、ゆうとぴ庵摂津・千里丘（五十音順）

摂津市ゆるキャラ
なす丸くん
摂津市ゆるキャラ
なす丸くん

福祉就職フェア
介護職員・看護師・ヘルパー・調理・生活支援員・ケアマネ・事務員・送迎ドライバーなどを募集します。

無資格・未経験の方や短時間勤務を希望の方も、お気軽にご相談ください。

マスク着用の上ご来場いただくようご協

摂津市 参加無料

入場
自由
入場
自由

無料

摂津市ゆるキャラ
セッピィ
摂津市ゆるキャラ
セッピィ

感染症対策について

シールラリー
参加者に条件クリアで
先着50名様に

500円分クオカード
をプレゼント!

お子様がいらっしゃる方や主婦の方も
ゆっくりご来場いただけます！
お子様がいらっしゃる方や主婦の方も
ゆっくりご来場いただけます！

　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。
　昨年度は3,203,099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３年度の事業費として、1,919,175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。

・・期間：令和３年６月１日から８月31日

ご寄付ありがとうございました
（敬称略）

・「アイリス」パソコンチーム
       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21,467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。

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。
昨年度は3,203,099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３年度の事業費として、1,919,175円が配分さ
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令和３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　

共同募金の使い途を
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

社社

総　額

1,919,175円

児童・青少年福祉活動事業
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70,000円

障害児・者福祉活動事業
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・200,000円

老人福祉活動事業
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・160,000円

福祉育成・援助活動事業
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,024,175円

母子・父子福祉活動事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150,000円
相談事業
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60,000円
安心・安全なまちづくり支援事業
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・255,000円

じ ぶ ん の 町 を 良 く す る し く み

摂津市社会福祉協議会は、
税額控除（所得税）の対象法人です

　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！

主催：摂津市介護保険事業者連絡会／摂津市
協力：社会福祉法人 大阪府社会福祉協議会
　　　大阪福祉人材支援センター

※美容コーナー（ハンドケアなど）、骨密度測定などの無料体験コーナーや保育ス
　ペースもあります。
※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。

～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！！

令和３年10月３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）

日 時

場 所

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

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132号
令和３年９月15日



　日常生活のちょっとした困りごとのお手伝
いを空いた時間で始めてみませんか？支えら
れる側だけではなく、支える側もお互いに元
気になり、笑顔になれます。
　有償ボランティア養成講座を
受講し、ちょこっとボランティ
アを始めてみませんか！

あなたの得意なことを地域で
活かしてみませんか

■日　時：令和３年10月13日（水）13時30分～15時
■講　師：大阪人間科学大学　　　　　　准教授　石川久仁子氏
　　　　　摂津市社会福祉協議会介護係　係　長　堀田　洋子
■場　所：摂津市立地域福祉活動支援センター４階
　　　　　摂津市三島２丁目５番４号
■受講料：無料　　　　■定　員：15名（先着順）

電話またはメールにてお申込みください。
※メールでのお申込みの際は、氏名と連絡先を記入ください。
■電　話：☎06－6155－6140
■メール：seikatsusien-c@settusisyakyou.or.jp

申込み
方　法

生 活 支 援 ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座

■ ■ ■ ひきこもりDVD上映会を開催しました ■ ■ ■

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を実施します！を実施します！を実施します！

　令和３年８月24日（火）地域福祉活動支援センター４
階の研修室にて、DVD『ひきこもりからの回復』第３巻
上映会を開催しました。
　当日は、市民の方や関係機関の職員など13名の参加
がありました。また、大阪人間科学大学の岩田光宏先生
にも来ていただき、大学での取り組みなどのお話をして
もらいました。

　市民のだれもが安心して暮らせる福祉のまちづくりに参加していただくために連続講座
（全２回）を開催します。１回のみの参加も大歓迎です！どなたでも気軽にご参加ください。
※ご来場の際は、マスクの着用をお願いします。

　参加者からは、「色々なひきこもりを知りました」「DVD
で紹介された地域の取り組みが摂津市にも出来たら」「具
体的で分かりやすく面白かっ
た」などの感想がありました。
　今後、ひきこもり支援の取
り組みに活かしていきたいと
考えています。

☎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（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）　　

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

「日常生活自立支援事業と
             　成年後見制度について」
NPO法人権利擁護たかつき  理事  高岡　克行 氏
摂津市社会福祉協議会職員  　　　本庄あゆみ

「精神障害者宣言」
 　～こころの病を語る・生きる～
           あけぼの工作所
生活支援員、精神障害の当事者の方

令和３年10月15日（金）午後１時30分～第1回 令和３年11月９日（火）午後２時～第2回

講 師
講 師

各回定員15名
参加無料

第132号（2）



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？

手話サークル「忘れな草」ボランティアグループボランティアグループ 紹介

依 頼 会 員 221人

援 助 会 員 95人

両 方 会 員 42人

・会員登録状況（令和３年９月１日現在）

　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。

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
　「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。

令和３年９月24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
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

会 員 募 集 中

　手話サークル『忘れな草』は、毎週火曜の午後７時
から９時まで地域福祉活動支援センターで手話の勉
強会を開いています。
　夜７時からの活動なので、仕事終わりでも参加で
き、一年を通じていろいろなイベントを企画してい
ます。私たちと一緒に、ろう者との交流を深めなが
ら、生きた手話を楽しく学びませんか？
　手話に興味のある方や、昔少し習ったけど忘れか
けている方、もちろん初心者の方も大歓迎です。ぜ
ひ一度見学に来てください。
　ろう者の方の見学もお待ちしています。

・日　時：毎週火曜日　午後７時～９時
・場　所：摂津市立地域福祉活動支援センター

ご興味のある方はボランティアセンター

・TEL：06－6318－1128　・FAX：06－6383－9102
・メール：settu-vcenter@settusisyakyou.or.jp  までお問合せください。

～耳の聞こえる人が手話を知ることは

　耳の聞こえない人の

　　生きる世界を知る一歩でもある～

（3）令和３年９月15日



令和３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～

★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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、掲載している相談事業等が中止となる場合がございます。

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。
　●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

　●お申し込み…☎06－6383－1577

【10月】 ▼５日・１２日・１９日・２６日
【11月】 ▼２日・　９日・１６日
【12月】 ▼７日・１４日・２１日

相談日の
ご案内

■令和３年５月21日実施分（摂津ライオンズクラブ協賛）
　・　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・　・受付数：32名（内採血者数：28名）
　・　・骨髄バンクドナー登録：５名
■令和３年６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：64名（内採血者数：57名）
　・　・骨髄バンクドナー登録：３名
■令和３年７月５日実施分
　・　・場　所：コーナン摂津鳥飼西店
　・　・受付数：23名（内採血者数：18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～

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 ～

●令和３年
　10月 ４日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
　12月 ９日（木）　摂津市役所
●令和４年
 　３月 ７日（月）　コーナン摂津鳥飼西店
 　３月10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。

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）

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
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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。

■摂津市三島２－５－４ ☎06－4860－6460
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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
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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。

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

第132号（4）


