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もくじ

「社協だより」作成には、共同募金の配分金を活用させていただきました。

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい運動で皆さんからよせられた募
金を原資とした配分が、2月28日の交野地区募
金会理事会において決定されました。

2020（令和2）年 5月

　住民のみなさんには3月より区長会を通じて、また事業所のみなさんには振り込みや校区福祉委員を通
じてご協力をいただきました。本当にありがとうございます。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月3日現在 総額 5,526,817円です。いただいた会費は、地域
福祉の一層の充実を図るべく様々な事業を行い有効に使わせていただきます。
　なお、事業所にお願いしております企業賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける事業
所は社会福祉協議会までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

「ありがとうございました」「ありがとうございました」
令和2年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月3日現在 （単位：円）

4月3日現在　協力企業名等（順不同・敬称略）

※掲載を辞退された事業所等もあります。

金　額

企業賛助会員会費
地区合計 4,771,817円

地　　区

7,400円善意銀行 (株)栄　交野ガスリビングさんから

食品・調味料等カーブスじゃんぼスクエア交野店・
フレンドタウン交野店さんから

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月27日

2月27日

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから3月27日

2月18日
交野市社会福祉協議会の善意銀行に、
次の方から預託していただきました。
この善意に厚くお礼申し上げます。

企業賛助会員会費額 755,000円
あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和2年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

地　域　組　織

福　祉　団　体

合　　　　　計

ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　団　体

4月3日現在
ありがとうございました！！

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

1月27日～3月27日

総額 5,526,817円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催しなどの開催を中止・延期する可能性があります。
開催の可否については、事前に社協のホームページで確認または問い合わせをお願いします。
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93,300
140,000
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82,754
1,200

518,700
115,100
201,701
151,500
232,742
134,250
103,470
169,000

青山
天野が原町
幾野
梅が枝
駅前住宅
私市
私市山手
私部
行殿
倉治
郡津
寺
南星台
浜の池
藤が尾
傍示
星田
星田西
星田山手
松塚
妙見坂
妙見東
向井田
森

山手・（青葉台）

山手・（山手東）

★10,000円
有限会社中與
医療法人山添医院
明石　惠實
小林診療所
株式会社雨田組　
株式会社グリーン京阪
有限会社小松自動車
協和電子部品株式会社　
幸福米穀　
有限会社北商
コモンシティ星田 ふれあいプラザ
有限会社伸宏
株式会社野村工務店
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
中　章
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水

★5,000円
ダスキン交野
医療法人多々内科クリニック
パナソニック交野株式会社
山本整形外科
株式会社かたの書房
北河内農協　交野中央支店
株式会社北村商店
有限会社トミヤ
宝田クリニック
サール・ナートかたの
明石クリニック
飯田寝装店
うんの獣医科病院
北口工業株式会社
株式会社小綿商店　
田和酒店
星田交通株式会社
星の森
オオキタ園芸
株式会社しんキュービック
株式会社さくら
西本内科医院
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
藤の街クリニック
北陸工業株式会社
星田南病院
カジタ薬局
社会福祉法人もくせい会　ケアハウスきんもくせい
中村　正三
株式会社星田テニスアカデミー（星田テニスクラブ）

ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社
医療法人桜恵会
株式会社栄　交野ガスリビング
斉藤工務店株式会社
木野整骨鍼灸院
清田医院
クレモト歯科小児歯科
株式会社サンケン
サンライズ星田
株式会社マゼミ
学校法人高岡幼稚園
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
星田ゴルフセンター
ぽっかぽか7丁目保育園
レスポワール星田
株式会社上田建築工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑　かなでホール
株式会社吉信工務店
和紀総合有限会社
尼子医院
住まいの相談所株式会社サムズ
田中製材有限会社
株式会社オクノナマコン
株式会社加地
新庄陸五郎商店
野村医院
西岡　昭榮

★3,000円
今田獣医科病院
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
お菓子工房　新
辰巳寿司
株式会社ティー・アイ・コーポレーション
ニューフトコロ
焼肉　河内屋
料理処　魚三
カタノ薬局
株式会社つくし
株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
株式会社ビューティサロン　モリワキ
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店
株式会社山添電機
山野酒造株式会社
池田薬局
小菓医院
すし家の繁
相馬運送株式会社

たなかや
株式会社富尾工務店
ニッコー
花栄
札埜呉服店
カタノ紙工　
住宅型有料老人ホーム　フォーユー交野
よしむら
丸助寿司
Aコープ星田店
おかの歯科クリニック
ＫＢＣデンキ星田店
Ｋ美容室
有限会社コバシ産業
小林勲二
さつま寿し
髙島　十美代
星の郷　総合教室
よねだ鍼灸院
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
ヘアーサロンピエール
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
氏原司法書士事務所
居酒屋三昧　本日のおすすめ　交野店
いぬいでんき
すこやか星田整骨院
フレスコ星田店
みのや塗料株式会社
ラ・ヴィエイユ
看護小規模多機能型居宅介護　ケアタウン交野
サイクルショップワキ
西村貢畳商店
はれらに食堂
放課後デイサービス　花ごころ
イケモトベテリナリークリニック
交野市水道サービス株式会社
いぬい米穀店
喫茶がんび
橘電工株式会社
デイサービス花ごころ
原田牛乳店
ふぁみりぃ交野
富士ホームサービス株式会社 交野支店
矢鍋商店
株式会社山満造園
今堀ぶどう園
スウィートいずみ
寿美典福会
株式会社中角物産
原歯科医院（倉治） 100,000

100,000

20,000

テントウェイト、パレット、ベンチ
テント、リヤカー

イベント食材費
（豚汁、調味料、もち米、漉し餡、白玉団子等）
消耗品（コピー用紙、ゴミ袋、ポスター等）

恒例地域福祉事業
住民参加型イベント

星田区ふれあいサマーフェスティバル事業
星田区サマーフェスティバル

住民参加型イベント

夏祭り（盆踊り）

松塚区民祭り

藤が尾地区交流活動事業

250,000
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

210,000

郡津地区
南星台地区自治会

天野が原町まちづくり委員会

私市地区

松塚地区

藤が尾地区

寺地区

向井田自治会

幾野連合自治会

私市山手地区自主防災会

交野市梅が枝住宅自治会
（自主防災委員会）

研修交通費

メッシュベスト・キャップ
啓発物品購入費
手芸材料、炊き込みご飯材料副食、キッチンタオル洗剤等

発電機

災害用テントセット、発電機

テント、折りたたみテーブル

わた菓子機、ガスボンベ、物品レンタル料、
コピー用紙、テープ、ブルシート等

テレビ・発電機

アンプ、ワイヤレスマイクチューナー、
アンテナ、スピーカー

ウォータークーラー

ステージ用照明、プロジェクター用スピーカー等

仕切りセット、ベッド

「戦没船資料館」と「人と防災未来センター」
研修ツアー

防災事業

令和2年度第10回防災訓練、
防災講演会実施事業

講師謝礼、ノーパンク車椅子、リヤカー、
草刈機、炊飯ジャー

自主防災活動

防災訓練（避難所運営）

倉治ふれあい交流会

90,000

100,000
100,000
85,000

250,000
250,000

妙見坂地区　連合自治会 デジタルカメラ、発電機、無線機、照明器防災対策強化 250,000
星田山手ボランティア
まちづくり推進会 スポットライト住民参加型イベント 205,000

私部地区 多目的ラバーマット私部区自主防災組織訓練 158,000
妙見東自治会 掲示板妙見東自治会広報の為の掲示板 250,000

250,000

250,000

250,000

交野市遺族会

交野市星友クラブ連合会
枚方・交野地区保護司会
交野市母子寡婦福祉会

創立60周年記念
更生保護街頭啓発活動
料理・手芸

校区福祉委員会助成金事業､保険料
ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等
防災備品購入費
社協だより印刷費用

地域福祉活動推進事業
移送サービス事業
災害対策事業
広報活動事業

1,300,000
536,000
50,000
571,063
7,155,063

社会福祉協議会
受領分配分内訳

ボランティア保険
救急セット、ペール、高枝切、鎌、クーラーボックス、
食材購入費、消耗品費、施設使用料

講師謝礼

電子住宅地図

清掃あいさつ運動
周辺地域の緑豊かな自然と良好な居住環境
保護の為の緑化推進、環境保護活動

交野市ボランティアグループの広報事業

広報、議会だより、希望図書の音訳、
対面読書

30,000郡津区同友会

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」

かたの少年少女
クリーンパトロール隊

交野市ボランティアグループ連絡会

星田行政区

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会

町内ふれあい事業・各部会事業

※令和2年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の7,155,063円が原資となります。なお、配分金額については、3月末までに大阪府共
同募金会から決定を受けた額により、次回の理事会にて配分額の調整を行う予定となっております。

◆二代目にじ丸ちゃんを襲名しました
◆移送サービス運転ボランティアさん・外出サポーターさん大募集！！
　メンズボランティアサロン
◆令和2年度 事業計画および予算
◆令和2年 地域貢献連絡会出前講座一覧

◆地域包括支援センターコーナー
　権利擁護セミナー開催
　認知症サポーターステッカーができました！
◆保健だより　フレイル
◆共同募金ありがとうございました!!
◆令和2年度 社協賛助会員会費
　善意銀行
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

・・・・・・・・・・・・・・・P1
P2

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
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　この度、交野市社会福祉協議会のマスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」を二代目が襲名しました。この機会に、
キュートな「にじ丸ちゃん」の魅力を知ってもらい、今後ますます、市民の皆さんに愛していただきたいと思っています。
　申し込みをいただければ派遣や貸し出しも可能です。関心のある人は社会福祉協議会（☎072-895-1185）まで
連絡ください。なお、社会福祉協議会の窓口もしくはホームページで、貸出要綱と使用申込書を確認いただけます。

を襲名しました

今まで可愛がって
くれてありがとう！
二代目をよろしくね！

男の子
星型
8歳
ぶどう、はちみつ

性　別
血液型
年　齢
好　物

偏見の心
にじ丸ビーム

苦手なもの
得意技

人間関係が希薄化する
社会において、人と人
との繋がりの温かさを
思い出させてくれます

初代
にじ丸ちゃん

大大募募集集!!!
!移送サービス 

   運転ボランティアさん
移送サービス 
   運転ボランティアさん
　社会福祉協議会が実施している移送サービスでは、今年度も運転協力者を募集します。
　これまでボランティア経験がない人でも、事前に実技講習会や現運転協力者さんによる同乗研修などを行います
ので、安心して始められます。
　車の運転が好きな人、住み慣れたまちで地域のために活動を始めてみたい人、ボランティアデビューしてみませんか。
※介護関係の資格は不要です。介護は、同乗者である付添人（家族、知人、ヘルパーなど）が行います。

　ボランティアに関して、知る、学ぶ、交流する会をひらいています。
　退職後のセカンドライフを考えるヒントや新たな仲間を、ぜひ男性向
けボランティアサロンで一緒に探しましょう。新しい活動の提案もお待
ちしています。
　資格も経験も必要ありませんので、お気軽にご参加ください。

専用車での送迎（事前
予約制）
利用者の乗降のお手伝い

活動内容

移送サービス利用者の付き添いとし
て、運転ボランティアが運転する車
に同乗し、利用者の見守りサポート
をしていただくボランティアです。
資格は必要ありません。
※身体介護や利用者の貴重品に触れる
ようなサポートはありません。

75歳以下の人（定年制）
過去2年間、免許停止
歴がない人
月に２回以上の活動が
できる人

活動要件

（※初めに、外出サポーターに関する説明を10分ほど行います。） 

ボランティアセンター　1階 活動室

と　き

ところ
申し込み・問い合わせ 社会福祉協議会

移送サービスとは 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーなど
の公共交通機関を利用することが困難な人の外出サポートです。

①7月15日（水）　午前10時～11時
②7月20日（月）　午後  3時～4時　

6月16日（火）午後1時30分～3時30分
ボランティアセンター　2階活動室
活動事例紹介（将棋ボランティア、おもちゃ作り、お話相手 等）
ボランティアに関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎）
無料
ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　FAX072-891-3340

と　き
ところ
内　容
対　象
参加費
申し込み

運転ボランティアに関する事前説明会を開催します！

メンズ
ボランティア
サロン

メンズ
ボランティア
サロン

二代目
にじ丸ちゃん

にじ丸ちゃんプロフィール

人と人とのつながりを大切にする、
“かけはし”になるよ！

外出サポーターも
同時募集！！

イベントに呼んでほしいな～

60 代～70代の男性が多いですが、女性も活躍されています！

☎ 072-895-1185　FAX072-895-1192

※どちらか１日参加してください。
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「社協だより」作成には、共同募金の配分金を活用させていただきました。

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい運動で皆さんからよせられた募
金を原資とした配分が、2月28日の交野地区募
金会理事会において決定されました。

2020（令和2）年 5月

　住民のみなさんには3月より区長会を通じて、また事業所のみなさんには振り込みや校区福祉委員を通
じてご協力をいただきました。本当にありがとうございます。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月3日現在 総額 5,526,817円です。いただいた会費は、地域
福祉の一層の充実を図るべく様々な事業を行い有効に使わせていただきます。
　なお、事業所にお願いしております企業賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける事業
所は社会福祉協議会までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

「ありがとうございました」「ありがとうございました」
令和2年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月3日現在 （単位：円）

4月3日現在　協力企業名等（順不同・敬称略）

※掲載を辞退された事業所等もあります。

金　額

企業賛助会員会費
地区合計 4,771,817円

地　　区

7,400円善意銀行 (株)栄　交野ガスリビングさんから

食品・調味料等カーブスじゃんぼスクエア交野店・
フレンドタウン交野店さんから

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月27日

2月27日

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから3月27日

2月18日
交野市社会福祉協議会の善意銀行に、
次の方から預託していただきました。
この善意に厚くお礼申し上げます。

企業賛助会員会費額 755,000円
あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和2年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

地　域　組　織

福　祉　団　体

合　　　　　計

ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　団　体

4月3日現在
ありがとうございました！！

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

1月27日～3月27日

総額 5,526,817円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催しなどの開催を中止・延期する可能性があります。
開催の可否については、事前に社協のホームページで確認または問い合わせをお願いします。

65,500
211,200
194,400
49,150
145,200
480,600
167,400
593,000
40,000
555,900
315,750
93,300
140,000
10,000
82,754
1,200

518,700
115,100
201,701
151,500
232,742
134,250
103,470
169,000

青山
天野が原町
幾野
梅が枝
駅前住宅
私市
私市山手
私部
行殿
倉治
郡津
寺
南星台
浜の池
藤が尾
傍示
星田
星田西
星田山手
松塚
妙見坂
妙見東
向井田
森

山手・（青葉台）

山手・（山手東）

★10,000円
有限会社中與
医療法人山添医院
明石　惠實
小林診療所
株式会社雨田組　
株式会社グリーン京阪
有限会社小松自動車
協和電子部品株式会社　
幸福米穀　
有限会社北商
コモンシティ星田 ふれあいプラザ
有限会社伸宏
株式会社野村工務店
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
中　章
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水

★5,000円
ダスキン交野
医療法人多々内科クリニック
パナソニック交野株式会社
山本整形外科
株式会社かたの書房
北河内農協　交野中央支店
株式会社北村商店
有限会社トミヤ
宝田クリニック
サール・ナートかたの
明石クリニック
飯田寝装店
うんの獣医科病院
北口工業株式会社
株式会社小綿商店　
田和酒店
星田交通株式会社
星の森
オオキタ園芸
株式会社しんキュービック
株式会社さくら
西本内科医院
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
藤の街クリニック
北陸工業株式会社
星田南病院
カジタ薬局
社会福祉法人もくせい会　ケアハウスきんもくせい
中村　正三
株式会社星田テニスアカデミー（星田テニスクラブ）

ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社
医療法人桜恵会
株式会社栄　交野ガスリビング
斉藤工務店株式会社
木野整骨鍼灸院
清田医院
クレモト歯科小児歯科
株式会社サンケン
サンライズ星田
株式会社マゼミ
学校法人高岡幼稚園
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
星田ゴルフセンター
ぽっかぽか7丁目保育園
レスポワール星田
株式会社上田建築工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑　かなでホール
株式会社吉信工務店
和紀総合有限会社
尼子医院
住まいの相談所株式会社サムズ
田中製材有限会社
株式会社オクノナマコン
株式会社加地
新庄陸五郎商店
野村医院
西岡　昭榮

★3,000円
今田獣医科病院
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
お菓子工房　新
辰巳寿司
株式会社ティー・アイ・コーポレーション
ニューフトコロ
焼肉　河内屋
料理処　魚三
カタノ薬局
株式会社つくし
株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
株式会社ビューティサロン　モリワキ
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店
株式会社山添電機
山野酒造株式会社
池田薬局
小菓医院
すし家の繁
相馬運送株式会社

たなかや
株式会社富尾工務店
ニッコー
花栄
札埜呉服店
カタノ紙工　
住宅型有料老人ホーム　フォーユー交野
よしむら
丸助寿司
Aコープ星田店
おかの歯科クリニック
ＫＢＣデンキ星田店
Ｋ美容室
有限会社コバシ産業
小林勲二
さつま寿し
髙島　十美代
星の郷　総合教室
よねだ鍼灸院
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
ヘアーサロンピエール
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
氏原司法書士事務所
居酒屋三昧　本日のおすすめ　交野店
いぬいでんき
すこやか星田整骨院
フレスコ星田店
みのや塗料株式会社
ラ・ヴィエイユ
看護小規模多機能型居宅介護　ケアタウン交野
サイクルショップワキ
西村貢畳商店
はれらに食堂
放課後デイサービス　花ごころ
イケモトベテリナリークリニック
交野市水道サービス株式会社
いぬい米穀店
喫茶がんび
橘電工株式会社
デイサービス花ごころ
原田牛乳店
ふぁみりぃ交野
富士ホームサービス株式会社 交野支店
矢鍋商店
株式会社山満造園
今堀ぶどう園
スウィートいずみ
寿美典福会
株式会社中角物産
原歯科医院（倉治） 100,000

100,000

20,000

テントウェイト、パレット、ベンチ
テント、リヤカー

イベント食材費
（豚汁、調味料、もち米、漉し餡、白玉団子等）
消耗品（コピー用紙、ゴミ袋、ポスター等）

恒例地域福祉事業
住民参加型イベント

星田区ふれあいサマーフェスティバル事業
星田区サマーフェスティバル

住民参加型イベント

夏祭り（盆踊り）

松塚区民祭り

藤が尾地区交流活動事業

250,000
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

210,000

郡津地区
南星台地区自治会

天野が原町まちづくり委員会

私市地区

松塚地区

藤が尾地区

寺地区

向井田自治会

幾野連合自治会

私市山手地区自主防災会

交野市梅が枝住宅自治会
（自主防災委員会）

研修交通費

メッシュベスト・キャップ
啓発物品購入費
手芸材料、炊き込みご飯材料副食、キッチンタオル洗剤等

発電機

災害用テントセット、発電機

テント、折りたたみテーブル

わた菓子機、ガスボンベ、物品レンタル料、
コピー用紙、テープ、ブルシート等

テレビ・発電機

アンプ、ワイヤレスマイクチューナー、
アンテナ、スピーカー

ウォータークーラー

ステージ用照明、プロジェクター用スピーカー等

仕切りセット、ベッド

「戦没船資料館」と「人と防災未来センター」
研修ツアー

防災事業

令和2年度第10回防災訓練、
防災講演会実施事業

講師謝礼、ノーパンク車椅子、リヤカー、
草刈機、炊飯ジャー

自主防災活動

防災訓練（避難所運営）

倉治ふれあい交流会

90,000

100,000
100,000
85,000

250,000
250,000

妙見坂地区　連合自治会 デジタルカメラ、発電機、無線機、照明器防災対策強化 250,000
星田山手ボランティア
まちづくり推進会 スポットライト住民参加型イベント 205,000

私部地区 多目的ラバーマット私部区自主防災組織訓練 158,000
妙見東自治会 掲示板妙見東自治会広報の為の掲示板 250,000

250,000

250,000

250,000

交野市遺族会

交野市星友クラブ連合会
枚方・交野地区保護司会
交野市母子寡婦福祉会

創立60周年記念
更生保護街頭啓発活動
料理・手芸

校区福祉委員会助成金事業､保険料
ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等
防災備品購入費
社協だより印刷費用

地域福祉活動推進事業
移送サービス事業
災害対策事業
広報活動事業

1,300,000
536,000
50,000
571,063
7,155,063

社会福祉協議会
受領分配分内訳

ボランティア保険
救急セット、ペール、高枝切、鎌、クーラーボックス、
食材購入費、消耗品費、施設使用料

講師謝礼

電子住宅地図

清掃あいさつ運動
周辺地域の緑豊かな自然と良好な居住環境
保護の為の緑化推進、環境保護活動

交野市ボランティアグループの広報事業

広報、議会だより、希望図書の音訳、
対面読書

30,000郡津区同友会

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」

かたの少年少女
クリーンパトロール隊

交野市ボランティアグループ連絡会

星田行政区

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会

町内ふれあい事業・各部会事業

※令和2年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の7,155,063円が原資となります。なお、配分金額については、3月末までに大阪府共
同募金会から決定を受けた額により、次回の理事会にて配分額の調整を行う予定となっております。

◆二代目にじ丸ちゃんを襲名しました
◆移送サービス運転ボランティアさん・外出サポーターさん大募集！！
　メンズボランティアサロン
◆令和2年度 事業計画および予算
◆令和2年 地域貢献連絡会出前講座一覧

◆地域包括支援センターコーナー
　権利擁護セミナー開催
　認知症サポーターステッカーができました！
◆保健だより　フレイル
◆共同募金ありがとうございました!!
◆令和2年度 社協賛助会員会費
　善意銀行

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P6
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　この度、交野市社会福祉協議会のマスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」を二代目が襲名しました。この機会に、
キュートな「にじ丸ちゃん」の魅力を知ってもらい、今後ますます、市民の皆さんに愛していただきたいと思っています。
　申し込みをいただければ派遣や貸し出しも可能です。関心のある人は社会福祉協議会（☎072-895-1185）まで
連絡ください。なお、社会福祉協議会の窓口もしくはホームページで、貸出要綱と使用申込書を確認いただけます。

を襲名しました

今まで可愛がって
くれてありがとう！
二代目をよろしくね！

男の子
星型
8歳
ぶどう、はちみつ

性　別
血液型
年　齢
好　物

偏見の心
にじ丸ビーム

苦手なもの
得意技

人間関係が希薄化する
社会において、人と人
との繋がりの温かさを
思い出させてくれます

初代
にじ丸ちゃん

大大募募集集!!!
!移送サービス 

   運転ボランティアさん
移送サービス 
   運転ボランティアさん
　社会福祉協議会が実施している移送サービスでは、今年度も運転協力者を募集します。
　これまでボランティア経験がない人でも、事前に実技講習会や現運転協力者さんによる同乗研修などを行います
ので、安心して始められます。
　車の運転が好きな人、住み慣れたまちで地域のために活動を始めてみたい人、ボランティアデビューしてみませんか。
※介護関係の資格は不要です。介護は、同乗者である付添人（家族、知人、ヘルパーなど）が行います。

　ボランティアに関して、知る、学ぶ、交流する会をひらいています。
　退職後のセカンドライフを考えるヒントや新たな仲間を、ぜひ男性向
けボランティアサロンで一緒に探しましょう。新しい活動の提案もお待
ちしています。
　資格も経験も必要ありませんので、お気軽にご参加ください。

専用車での送迎（事前
予約制）
利用者の乗降のお手伝い

活動内容

移送サービス利用者の付き添いとし
て、運転ボランティアが運転する車
に同乗し、利用者の見守りサポート
をしていただくボランティアです。
資格は必要ありません。
※身体介護や利用者の貴重品に触れる
ようなサポートはありません。

75歳以下の人（定年制）
過去2年間、免許停止
歴がない人
月に２回以上の活動が
できる人

活動要件

（※初めに、外出サポーターに関する説明を10分ほど行います。） 

ボランティアセンター　1階 活動室

と　き

ところ
申し込み・問い合わせ 社会福祉協議会

移送サービスとは 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーなど
の公共交通機関を利用することが困難な人の外出サポートです。

①7月15日（水）　午前10時～11時
②7月20日（月）　午後  3時～4時　

6月16日（火）午後1時30分～3時30分
ボランティアセンター　2階活動室
活動事例紹介（将棋ボランティア、おもちゃ作り、お話相手 等）
ボランティアに関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎）
無料
ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　FAX072-891-3340

と　き
ところ
内　容
対　象
参加費
申し込み

運転ボランティアに関する事前説明会を開催します！

メンズ
ボランティア
サロン

メンズ
ボランティア
サロン

二代目
にじ丸ちゃん

にじ丸ちゃんプロフィール

人と人とのつながりを大切にする、
“かけはし”になるよ！

外出サポーターも
同時募集！！

イベントに呼んでほしいな～

60 代～70代の男性が多いですが、女性も活躍されています！

☎ 072-895-1185　FAX072-895-1192

※どちらか１日参加してください。
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施　設　名 連絡先 講　座　名 内　容

地域包括支援センターコーナー交野市
高齢者のみなさんが住み慣れた地域でいきいきと生活が出来るように支援させていただきます

金額
（千円）

割合
（％）

合計 279,859    100.0

事業計画および予算
●3月31日に決議があったとみなされた理事会・評議員会で、令和2年度事業計画および
　予算が承認されました。基本方針と重点的な取り組みをご報告します。

金額
（千円）

割合
（％）

受託金収入 195,693 69.9

経常経費補助金収入 33,565 12.0

介護保険事業収入 22,152 7.9

事業収入 12,997 4.6

サービス区分間繰入金収入 7,311 2.6

会費収入 5,563 2.0

寄附金収入 1,281 0.5

その他の収入 1,111 0.4

受取利息配当金収入 186 0.1

合計 279,859    100.0

予算内訳
歳入 　279,859千円 歳出 　279,859千円

令和2年度

・本人・世帯の属性に関わらず、受け止める相談支援や、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役      
　割を生み出す支援を実施し、包括的な支援体制の構築を推進してまいります。
・第3期交野市地域福祉活動計画の最終年度となることから、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、第4
　期交野市地域福祉活動計画の策定を進めてまいります。
・働き方改革について、職員が安心して、意欲を持って働くことができるよう的確に対応してまいります。

基 本 方 針

（1）適正な法人運営及び働き方改革への対応
　改正社会福祉法や社会福祉法人会計基準を遵守した適正な法人運営や会計処理を行います。また、
働き方改革について、働きがいがあり、働き続けられる環境の実現を目指します。

（2）第4期地域福祉活動計画の策定
　第3期交野市地域福祉活動計画のとりまとめや評価を行うとともに、地域懇談会や関係団体等ヒアリ
ングを実施し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ第4期交野市地域福祉活動計画を策定します。

（3）地域ケース会議の推進とアクションプランの見直し
　第3期交野市地域福祉活動計画に基づき、「福祉の困りごとを支え合う仕組みづくり」の構築に向け、
「地域ケース会議」の更なる推進を図ります。また、第4期交野市地域福祉活動計画の策定に伴い、アク
ションプランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の充実を図ります。

（4）コミュニティソーシャルワーカーによる支援強化
　施設CSW・福祉専門職とのネットワーク強化を図り、要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフ
ティネットの体制づくりや、ひきこもり状態にある方を含む「社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする
方」への支援を推進します。

（5）移送における運行安全管理の徹底と体制整備
　一人で外出が困難な要支援者、要介護者、障がい者に対する移送サービスの運行安全管理の徹底と
サービスを継続可能なものとするための体制整備を実施し、当該サービスの充実と地域のニーズに合わ
せた活動を展開するための人材の育成に努めます。

重点的な取り組み

世代間交流センター受託事業 70,376 25.2
地域包括支援センター運営事業 57,005 20.4
法人運営事業 45,399 16.2
小地域ネットワーク活動推進事業 26,446 9.5
介護予防支援事業 22,152 7.9
生活困窮者自立支援事業 16,498 5.9
緊急通報システム事業 11,682 4.2
福祉サービス利用援助事業 8,505 3.0
ボランティア活動推進事業 7,209 2.6
共同募金配分事業 7,084 2.5
認知症総合支援事業 6,739 2.4
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,794 2.1
生活支援コーディネーター設置事業 4,600 1.6
その他の事業　　　※① 3,747  1.3
当期資金収支差額　※② △13,377 △4.8

　少子高齢化が進展する中、単身世帯の増加や頼
れる親族がいない人の増加が予測されます。一人
暮らしの高齢者等が、今後も住み慣れた地域で安
心して暮らしていくために、任意後見制度や死後
事務委任契約等について一緒に学びませんか？

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス
について

権利擁護セミナー開催

【対 象 者】　市民及び関心のある人
【定　　員】　先着80人
【費 　 用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　5月15日（金）までに要予約
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

地域包括支援センター
☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

　交野市にお住まいの認知症の人や家族が、安心して施設やお店を利用する事ができることを目的
とした“交野市認知症サポーターステッカー”ができました。
　このステッカーは、認知症の正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族に対してできる範囲で
手助けをする“認知症サポーター”の養成講座を受講したお店や施設などに対して交付され、お店の
入り口等に貼り出されています。

　事業所や企業等にて、各職域の実状に合わせた実践的なプログラムを取り入れた「事業所・企業等向
け認知症サポーター養成講座」を受講後、交付申請書を交野市地域包括支援センターに提出。

～フレイル～
フレイルは心身の衰えの悪循環につながります。

　フレイルとは、加齢にともない心身の活力が低下した状態をいいます。高齢期は、筋
力の低下、活動の低下、食欲の低下などがささいなきっかけで生じ、それらが悪循環を
招き、放置すると寝たきりなど介護が必要な状態にまで心身が衰弱してしまいます。

　次の５項目のうち、あてはまる項目が多いほど、フレイルの疑いが高まるため注意が必
要です。

保 健 だ よ り

「フレイルチェック」をしよう

　フレイルの進行を「年だから仕方がない」と放置せず、予防・改善することが大切です。

フレイル予防の３本柱は「食生活」「運動」「社会参加」

　フレイルが進行していく要因は、高血圧
や糖尿病などの「持病の重症化」と、見る、
聞く、食べる、動くなどの心身の機能の「老
化による衰え」です。
　とくにフレイルの原因となりやすいのが
筋力の衰えです。筋肉に刺激を与えないと、
加齢に伴いどんどん筋肉・筋力は衰え、結
果として動くのがおっくうになったり、食欲
が落ちて、フレイルを招きやすくなるのです。

筋肉・筋力の衰えなどに注意！

★フレイルチェック

【と 　 き】　5月27日（水）
午後1時30分～3時30分
（受付開始　午後1時～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 氏

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 4階
多目的ホール

ふじ もと しゅう こ

交野市認知症サポーターステッカーの交付を希望する施設やお店の方へ

※①…善意銀行、資金貸付、基金運営、認知症サポーター等養成、認
知症高齢者見守り、家族介護者交流、介護者（家族）の会支援、
一人暮らし高齢者等見守り（お元気コール）、移送サービス。

※②…当期資金収支差額（△13,377千円）については、前期末支払資
金残高（55,465千円）から措置します。

◆交野市社会福祉施設地域貢献連絡会とは
　交野市内における高齢者施設・障がい者施設・保育施設など
の社会福祉施設が分野を越えて、交野市内の様々な地域福祉課
題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的
とした連絡会です。

豊年福祉会
明　星
星田8-6-7
天の川
藤が尾2-5-22

きんもくせい特別養護老人ホーム
大字星田5156-8

891-4974

ケアハウスきんもくせい
南星台2-5-15

特別養護老人ホーム　美来
倉治4-40-7

介護老人保健施設　青山
青山3-432

サール・ナートかたの
私部南1-490

交野自立センター
寺4-590-1

心生会
ミルキーウェイ
天野が原町2-14-20
みのり
天野が原町2-14-18

895-2468

810-8670

893-0328

892-7777

893-4523

896-5656

892-6671

893-9511

892-5689

施設見学ツアー 老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？という人に
施設内をご案内致します。

介護保険制度とサービスの種類や利用方法、様々な種類がある高
齢者施設についてその内容や利用金額などを説明します。

介護保険とサービスと一般的な
知識としての施設入所について

認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の人と日常接し
ている介護職員がお話しします。

認知症の人への対応
～介護職員からのメッセージ～

車椅子の操作方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介助の方
法を介護福祉士が実技でお伝えします。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームとの違いについて
説明します。（施設見学含む）

軽度の認知症から、重度の認知症までかかわりによって進行度が
違うことなどを事例をあげてわかりやすく説明します。

AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明します。

サービス内容・料金などについて説明します。

ケアハウスや特養での看取りケアについて説明します。

入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明します。

知ってらくらく介護講座
～ご本人と介護者が共に楽になりましょう～

【生活支援サポーターについて】 
高齢者の暮らしの小さなお困りごとを市民ボランティアが解決します。 
活動模様の紹介とこれからの支え合い社会についてお話しします。

暮らしの中の小さなお困りごと
へのボランティア活動報告

救命講習の一環としてAED

施設内見学

ケアハウスはどんなところ？

施設での看取りケアについて

認知症の方へのかかわり方につ
いて（施設版）

専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネジャーが
説明します。

介護保険とサービスの利用方法
について

人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロセスについ
て説明します。

人生の終い方、ACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）

医療連携とは

ケアマネジャーの選び方のポイントを説明します。ケアマネジャーの選び方

離床介助、更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助等。

希望に応じて対応します。

介護保険サービスの使い方。

特養に入るまでの流れ、入所後の生活など。

高齢者施設での食事提供について。

介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。

介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系サービスの種類
や違いについて説明します。（希望があれば施設見学にも対応します）

移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助技術をお伝えします。

特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利用方法、金額など。

高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話しします。
（実施については要調整）

精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明するとと
もに精神障がい理解を深めます。（施設見学を含む）
当法人の歩み、活動を紹介しながら、コミュニティソーシャルワー
クについて重要性や課題を話し合います。（施設見学を含む）
介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のねらいと支
援の実際を紹介します。

世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に視点を
あてた支援を説明します。（施設見学を含む）

知的障がいについての理解、接し方などの講座。

生活、就労支援の現状を紹介します。（施設見学を含む）

介護技術

健康教室

介護保険ってなあに？

特養とは？

施設見学ツアー

高次脳機能障がいについて

精神疾患と精神障がいについて

地域福祉について

障がい者ホームヘルパーについて

障がい者グループホームについて

障がい支援について

知的障がいについて

介護食とは？

介護保険入門

介護技術教室

必ず知っておきたい！ 介護保険講座

地域貢献連絡会 一覧出 前 講 座令和2年

ご希望に添えない場合もございますが、あらかじめご了承ください。 令和２年3月時点

かたの福祉会
寺4-590-1

ができました！交野市認知症サポーターステッ
カー

　認知症キャラバン・メイトが事業所や企業まで出向いて、講座を開催します。　

企業・団体等　商店、飲食店、コンビニエンスストア、スーパー、理美容室、金融機関、郵便局など
交　通　機　関　バス、鉄道、タクシーなど
医療・福祉機関　病院、歯科医院、薬局、介護保険サービス事業所、各相談機関など

内　　　　容　●認知症に関する基礎知識や認知症の人や家族の支援のあり方など●職域において想定される場面での認知症の人への関わり方
時　　　　間　概ね、1時間半程度
場　　　　所　申し込み団体にてご用意お願いします
費　　　　　用　無料
申 　 込 　 先　地域包括支援センター　 ☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

交付対象交付対象

交付について交付について

事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について

疲れやすく
なった

筋力（握力）
が低下した

歩くのが
遅くなった

身体の
活動量が
減った

１～２項目
あてはまる人 フレイルの前段階（プレフレイル） ３項目以上

あてはまる人 フレイルの疑いあり

フレイルの
悪循環の例

筋力、体力の低下

外出が減る、
身体活動量の
低下

食欲が落ちる、
気力が減る

食生活（栄養）
●1日3食、栄養バランスの
よい食事を
●たんぱく質をとる

運　動
●からだを動かす
●筋力トレーニングをおこ
なう

社会参加
●1日1回は外出する
●買い物、散歩、趣味、地域
活動など、からだを動か
す機会をつくる

依頼にあたって
市内在住のおおむね１０人以上のグループが対象です。
各施設の依頼受付担当者の人にご連絡いただき、日程・
内容・時間等ご相談ください。（携帯電話から連絡する
場合は、連絡先の前に市外局番の072をつけてください）

J-CHSを基に作成

6か月で体重
が2～3kg
減った

ミルキーウェイ

みのり
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施　設　名 連絡先 講　座　名 内　容

地域包括支援センターコーナー交野市
高齢者のみなさんが住み慣れた地域でいきいきと生活が出来るように支援させていただきます

金額
（千円）

割合
（％）

合計 279,859    100.0

事業計画および予算
●3月31日に決議があったとみなされた理事会・評議員会で、令和2年度事業計画および
　予算が承認されました。基本方針と重点的な取り組みをご報告します。

金額
（千円）

割合
（％）

受託金収入 195,693 69.9

経常経費補助金収入 33,565 12.0

介護保険事業収入 22,152 7.9

事業収入 12,997 4.6

サービス区分間繰入金収入 7,311 2.6

会費収入 5,563 2.0

寄附金収入 1,281 0.5

その他の収入 1,111 0.4

受取利息配当金収入 186 0.1

合計 279,859    100.0

予算内訳
歳入 　279,859千円 歳出 　279,859千円

令和2年度

・本人・世帯の属性に関わらず、受け止める相談支援や、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役      
　割を生み出す支援を実施し、包括的な支援体制の構築を推進してまいります。
・第3期交野市地域福祉活動計画の最終年度となることから、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、第4
　期交野市地域福祉活動計画の策定を進めてまいります。
・働き方改革について、職員が安心して、意欲を持って働くことができるよう的確に対応してまいります。

基 本 方 針

（1）適正な法人運営及び働き方改革への対応
　改正社会福祉法や社会福祉法人会計基準を遵守した適正な法人運営や会計処理を行います。また、
働き方改革について、働きがいがあり、働き続けられる環境の実現を目指します。

（2）第4期地域福祉活動計画の策定
　第3期交野市地域福祉活動計画のとりまとめや評価を行うとともに、地域懇談会や関係団体等ヒアリ
ングを実施し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ第4期交野市地域福祉活動計画を策定します。

（3）地域ケース会議の推進とアクションプランの見直し
　第3期交野市地域福祉活動計画に基づき、「福祉の困りごとを支え合う仕組みづくり」の構築に向け、
「地域ケース会議」の更なる推進を図ります。また、第4期交野市地域福祉活動計画の策定に伴い、アク
ションプランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の充実を図ります。

（4）コミュニティソーシャルワーカーによる支援強化
　施設CSW・福祉専門職とのネットワーク強化を図り、要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフ
ティネットの体制づくりや、ひきこもり状態にある方を含む「社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする
方」への支援を推進します。

（5）移送における運行安全管理の徹底と体制整備
　一人で外出が困難な要支援者、要介護者、障がい者に対する移送サービスの運行安全管理の徹底と
サービスを継続可能なものとするための体制整備を実施し、当該サービスの充実と地域のニーズに合わ
せた活動を展開するための人材の育成に努めます。

重点的な取り組み

世代間交流センター受託事業 70,376 25.2
地域包括支援センター運営事業 57,005 20.4
法人運営事業 45,399 16.2
小地域ネットワーク活動推進事業 26,446 9.5
介護予防支援事業 22,152 7.9
生活困窮者自立支援事業 16,498 5.9
緊急通報システム事業 11,682 4.2
福祉サービス利用援助事業 8,505 3.0
ボランティア活動推進事業 7,209 2.6
共同募金配分事業 7,084 2.5
認知症総合支援事業 6,739 2.4
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,794 2.1
生活支援コーディネーター設置事業 4,600 1.6
その他の事業　　　※① 3,747  1.3
当期資金収支差額　※② △13,377 △4.8

　少子高齢化が進展する中、単身世帯の増加や頼
れる親族がいない人の増加が予測されます。一人
暮らしの高齢者等が、今後も住み慣れた地域で安
心して暮らしていくために、任意後見制度や死後
事務委任契約等について一緒に学びませんか？

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス
について

権利擁護セミナー開催

【対 象 者】　市民及び関心のある人
【定　　員】　先着80人
【費 　 用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　5月15日（金）までに要予約
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

地域包括支援センター
☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

　交野市にお住まいの認知症の人や家族が、安心して施設やお店を利用する事ができることを目的
とした“交野市認知症サポーターステッカー”ができました。
　このステッカーは、認知症の正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族に対してできる範囲で
手助けをする“認知症サポーター”の養成講座を受講したお店や施設などに対して交付され、お店の
入り口等に貼り出されています。

　事業所や企業等にて、各職域の実状に合わせた実践的なプログラムを取り入れた「事業所・企業等向
け認知症サポーター養成講座」を受講後、交付申請書を交野市地域包括支援センターに提出。

～フレイル～
フレイルは心身の衰えの悪循環につながります。

　フレイルとは、加齢にともない心身の活力が低下した状態をいいます。高齢期は、筋
力の低下、活動の低下、食欲の低下などがささいなきっかけで生じ、それらが悪循環を
招き、放置すると寝たきりなど介護が必要な状態にまで心身が衰弱してしまいます。

　次の５項目のうち、あてはまる項目が多いほど、フレイルの疑いが高まるため注意が必
要です。

保 健 だ よ り

「フレイルチェック」をしよう

　フレイルの進行を「年だから仕方がない」と放置せず、予防・改善することが大切です。

フレイル予防の３本柱は「食生活」「運動」「社会参加」

　フレイルが進行していく要因は、高血圧
や糖尿病などの「持病の重症化」と、見る、
聞く、食べる、動くなどの心身の機能の「老
化による衰え」です。
　とくにフレイルの原因となりやすいのが
筋力の衰えです。筋肉に刺激を与えないと、
加齢に伴いどんどん筋肉・筋力は衰え、結
果として動くのがおっくうになったり、食欲
が落ちて、フレイルを招きやすくなるのです。

筋肉・筋力の衰えなどに注意！

★フレイルチェック

【と 　 き】　5月27日（水）
午後1時30分～3時30分
（受付開始　午後1時～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 氏

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 4階
多目的ホール

ふじ もと しゅう こ

交野市認知症サポーターステッカーの交付を希望する施設やお店の方へ

※①…善意銀行、資金貸付、基金運営、認知症サポーター等養成、認
知症高齢者見守り、家族介護者交流、介護者（家族）の会支援、
一人暮らし高齢者等見守り（お元気コール）、移送サービス。

※②…当期資金収支差額（△13,377千円）については、前期末支払資
金残高（55,465千円）から措置します。

◆交野市社会福祉施設地域貢献連絡会とは
　交野市内における高齢者施設・障がい者施設・保育施設など
の社会福祉施設が分野を越えて、交野市内の様々な地域福祉課
題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的
とした連絡会です。

豊年福祉会
明　星
星田8-6-7
天の川
藤が尾2-5-22

きんもくせい特別養護老人ホーム
大字星田5156-8

891-4974

ケアハウスきんもくせい
南星台2-5-15

特別養護老人ホーム　美来
倉治4-40-7

介護老人保健施設　青山
青山3-432

サール・ナートかたの
私部南1-490

交野自立センター
寺4-590-1

心生会
ミルキーウェイ
天野が原町2-14-20
みのり
天野が原町2-14-18

895-2468

810-8670

893-0328

892-7777

893-4523

896-5656

892-6671

893-9511

892-5689

施設見学ツアー 老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？という人に
施設内をご案内致します。

介護保険制度とサービスの種類や利用方法、様々な種類がある高
齢者施設についてその内容や利用金額などを説明します。

介護保険とサービスと一般的な
知識としての施設入所について

認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の人と日常接し
ている介護職員がお話しします。

認知症の人への対応
～介護職員からのメッセージ～

車椅子の操作方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介助の方
法を介護福祉士が実技でお伝えします。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームとの違いについて
説明します。（施設見学含む）

軽度の認知症から、重度の認知症までかかわりによって進行度が
違うことなどを事例をあげてわかりやすく説明します。

AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明します。

サービス内容・料金などについて説明します。

ケアハウスや特養での看取りケアについて説明します。

入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明します。

知ってらくらく介護講座
～ご本人と介護者が共に楽になりましょう～

【生活支援サポーターについて】 
高齢者の暮らしの小さなお困りごとを市民ボランティアが解決します。 
活動模様の紹介とこれからの支え合い社会についてお話しします。

暮らしの中の小さなお困りごと
へのボランティア活動報告

救命講習の一環としてAED

施設内見学

ケアハウスはどんなところ？

施設での看取りケアについて

認知症の方へのかかわり方につ
いて（施設版）

専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネジャーが
説明します。

介護保険とサービスの利用方法
について

人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロセスについ
て説明します。

人生の終い方、ACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）

医療連携とは

ケアマネジャーの選び方のポイントを説明します。ケアマネジャーの選び方

離床介助、更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助等。

希望に応じて対応します。

介護保険サービスの使い方。

特養に入るまでの流れ、入所後の生活など。

高齢者施設での食事提供について。

介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。

介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系サービスの種類
や違いについて説明します。（希望があれば施設見学にも対応します）

移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助技術をお伝えします。

特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利用方法、金額など。

高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話しします。
（実施については要調整）

精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明するとと
もに精神障がい理解を深めます。（施設見学を含む）
当法人の歩み、活動を紹介しながら、コミュニティソーシャルワー
クについて重要性や課題を話し合います。（施設見学を含む）
介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のねらいと支
援の実際を紹介します。

世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に視点を
あてた支援を説明します。（施設見学を含む）

知的障がいについての理解、接し方などの講座。

生活、就労支援の現状を紹介します。（施設見学を含む）

介護技術

健康教室

介護保険ってなあに？

特養とは？

施設見学ツアー

高次脳機能障がいについて

精神疾患と精神障がいについて

地域福祉について

障がい者ホームヘルパーについて

障がい者グループホームについて

障がい支援について

知的障がいについて

介護食とは？

介護保険入門

介護技術教室

必ず知っておきたい！ 介護保険講座

地域貢献連絡会 一覧出 前 講 座令和2年

ご希望に添えない場合もございますが、あらかじめご了承ください。 令和２年3月時点

かたの福祉会
寺4-590-1

ができました！交野市認知症サポーターステッ
カー

　認知症キャラバン・メイトが事業所や企業まで出向いて、講座を開催します。　

企業・団体等　商店、飲食店、コンビニエンスストア、スーパー、理美容室、金融機関、郵便局など
交　通　機　関　バス、鉄道、タクシーなど
医療・福祉機関　病院、歯科医院、薬局、介護保険サービス事業所、各相談機関など

内　　　　容　●認知症に関する基礎知識や認知症の人や家族の支援のあり方など●職域において想定される場面での認知症の人への関わり方
時　　　　間　概ね、1時間半程度
場　　　　所　申し込み団体にてご用意お願いします
費　　　　　用　無料
申 　 込 　 先　地域包括支援センター　 ☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

交付対象交付対象

交付について交付について

事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について

疲れやすく
なった

筋力（握力）
が低下した

歩くのが
遅くなった

身体の
活動量が
減った

１～２項目
あてはまる人 フレイルの前段階（プレフレイル） ３項目以上

あてはまる人 フレイルの疑いあり

フレイルの
悪循環の例

筋力、体力の低下

外出が減る、
身体活動量の
低下

食欲が落ちる、
気力が減る

食生活（栄養）
●1日3食、栄養バランスの
よい食事を
●たんぱく質をとる

運　動
●からだを動かす
●筋力トレーニングをおこ
なう

社会参加
●1日1回は外出する
●買い物、散歩、趣味、地域
活動など、からだを動か
す機会をつくる

依頼にあたって
市内在住のおおむね１０人以上のグループが対象です。
各施設の依頼受付担当者の人にご連絡いただき、日程・
内容・時間等ご相談ください。（携帯電話から連絡する
場合は、連絡先の前に市外局番の072をつけてください）

J-CHSを基に作成

6か月で体重
が2～3kg
減った

ミルキーウェイ

みのり
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施　設　名 連絡先 講　座　名 内　容

地域包括支援センターコーナー交野市
高齢者のみなさんが住み慣れた地域でいきいきと生活が出来るように支援させていただきます

金額
（千円）

割合
（％）

合計 279,859    100.0

事業計画および予算
●3月31日に決議があったとみなされた理事会・評議員会で、令和2年度事業計画および
　予算が承認されました。基本方針と重点的な取り組みをご報告します。

金額
（千円）

割合
（％）

受託金収入 195,693 69.9

経常経費補助金収入 33,565 12.0

介護保険事業収入 22,152 7.9

事業収入 12,997 4.6

サービス区分間繰入金収入 7,311 2.6

会費収入 5,563 2.0

寄附金収入 1,281 0.5

その他の収入 1,111 0.4

受取利息配当金収入 186 0.1

合計 279,859    100.0

予算内訳
歳入 　279,859千円 歳出 　279,859千円

令和2年度

・本人・世帯の属性に関わらず、受け止める相談支援や、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役      
　割を生み出す支援を実施し、包括的な支援体制の構築を推進してまいります。
・第3期交野市地域福祉活動計画の最終年度となることから、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、第4
　期交野市地域福祉活動計画の策定を進めてまいります。
・働き方改革について、職員が安心して、意欲を持って働くことができるよう的確に対応してまいります。

基 本 方 針

（1）適正な法人運営及び働き方改革への対応
　改正社会福祉法や社会福祉法人会計基準を遵守した適正な法人運営や会計処理を行います。また、
働き方改革について、働きがいがあり、働き続けられる環境の実現を目指します。

（2）第4期地域福祉活動計画の策定
　第3期交野市地域福祉活動計画のとりまとめや評価を行うとともに、地域懇談会や関係団体等ヒアリ
ングを実施し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ第4期交野市地域福祉活動計画を策定します。

（3）地域ケース会議の推進とアクションプランの見直し
　第3期交野市地域福祉活動計画に基づき、「福祉の困りごとを支え合う仕組みづくり」の構築に向け、
「地域ケース会議」の更なる推進を図ります。また、第4期交野市地域福祉活動計画の策定に伴い、アク
ションプランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の充実を図ります。

（4）コミュニティソーシャルワーカーによる支援強化
　施設CSW・福祉専門職とのネットワーク強化を図り、要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフ
ティネットの体制づくりや、ひきこもり状態にある方を含む「社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする
方」への支援を推進します。

（5）移送における運行安全管理の徹底と体制整備
　一人で外出が困難な要支援者、要介護者、障がい者に対する移送サービスの運行安全管理の徹底と
サービスを継続可能なものとするための体制整備を実施し、当該サービスの充実と地域のニーズに合わ
せた活動を展開するための人材の育成に努めます。

重点的な取り組み

世代間交流センター受託事業 70,376 25.2
地域包括支援センター運営事業 57,005 20.4
法人運営事業 45,399 16.2
小地域ネットワーク活動推進事業 26,446 9.5
介護予防支援事業 22,152 7.9
生活困窮者自立支援事業 16,498 5.9
緊急通報システム事業 11,682 4.2
福祉サービス利用援助事業 8,505 3.0
ボランティア活動推進事業 7,209 2.6
共同募金配分事業 7,084 2.5
認知症総合支援事業 6,739 2.4
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,794 2.1
生活支援コーディネーター設置事業 4,600 1.6
その他の事業　　　※① 3,747  1.3
当期資金収支差額　※② △13,377 △4.8

　少子高齢化が進展する中、単身世帯の増加や頼
れる親族がいない人の増加が予測されます。一人
暮らしの高齢者等が、今後も住み慣れた地域で安
心して暮らしていくために、任意後見制度や死後
事務委任契約等について一緒に学びませんか？

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス
について

権利擁護セミナー開催

【対 象 者】　市民及び関心のある人
【定　　員】　先着80人
【費 　 用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　5月15日（金）までに要予約
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

地域包括支援センター
☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

　交野市にお住まいの認知症の人や家族が、安心して施設やお店を利用する事ができることを目的
とした“交野市認知症サポーターステッカー”ができました。
　このステッカーは、認知症の正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族に対してできる範囲で
手助けをする“認知症サポーター”の養成講座を受講したお店や施設などに対して交付され、お店の
入り口等に貼り出されています。

　事業所や企業等にて、各職域の実状に合わせた実践的なプログラムを取り入れた「事業所・企業等向
け認知症サポーター養成講座」を受講後、交付申請書を交野市地域包括支援センターに提出。

～フレイル～
フレイルは心身の衰えの悪循環につながります。

　フレイルとは、加齢にともない心身の活力が低下した状態をいいます。高齢期は、筋
力の低下、活動の低下、食欲の低下などがささいなきっかけで生じ、それらが悪循環を
招き、放置すると寝たきりなど介護が必要な状態にまで心身が衰弱してしまいます。

　次の５項目のうち、あてはまる項目が多いほど、フレイルの疑いが高まるため注意が必
要です。

保 健 だ よ り

「フレイルチェック」をしよう

　フレイルの進行を「年だから仕方がない」と放置せず、予防・改善することが大切です。

フレイル予防の３本柱は「食生活」「運動」「社会参加」

　フレイルが進行していく要因は、高血圧
や糖尿病などの「持病の重症化」と、見る、
聞く、食べる、動くなどの心身の機能の「老
化による衰え」です。
　とくにフレイルの原因となりやすいのが
筋力の衰えです。筋肉に刺激を与えないと、
加齢に伴いどんどん筋肉・筋力は衰え、結
果として動くのがおっくうになったり、食欲
が落ちて、フレイルを招きやすくなるのです。

筋肉・筋力の衰えなどに注意！

★フレイルチェック

【と 　 き】　5月27日（水）
午後1時30分～3時30分
（受付開始　午後1時～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 氏

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 4階
多目的ホール

ふじ もと しゅう こ

交野市認知症サポーターステッカーの交付を希望する施設やお店の方へ

※①…善意銀行、資金貸付、基金運営、認知症サポーター等養成、認
知症高齢者見守り、家族介護者交流、介護者（家族）の会支援、
一人暮らし高齢者等見守り（お元気コール）、移送サービス。

※②…当期資金収支差額（△13,377千円）については、前期末支払資
金残高（55,465千円）から措置します。

◆交野市社会福祉施設地域貢献連絡会とは
　交野市内における高齢者施設・障がい者施設・保育施設など
の社会福祉施設が分野を越えて、交野市内の様々な地域福祉課
題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的
とした連絡会です。

豊年福祉会
明　星
星田8-6-7
天の川
藤が尾2-5-22

きんもくせい特別養護老人ホーム
大字星田5156-8

891-4974

ケアハウスきんもくせい
南星台2-5-15

特別養護老人ホーム　美来
倉治4-40-7

介護老人保健施設　青山
青山3-432

サール・ナートかたの
私部南1-490

交野自立センター
寺4-590-1

心生会
ミルキーウェイ
天野が原町2-14-20
みのり
天野が原町2-14-18

895-2468

810-8670

893-0328

892-7777

893-4523

896-5656

892-6671

893-9511

892-5689

施設見学ツアー 老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？という人に
施設内をご案内致します。

介護保険制度とサービスの種類や利用方法、様々な種類がある高
齢者施設についてその内容や利用金額などを説明します。

介護保険とサービスと一般的な
知識としての施設入所について

認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の人と日常接し
ている介護職員がお話しします。

認知症の人への対応
～介護職員からのメッセージ～

車椅子の操作方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介助の方
法を介護福祉士が実技でお伝えします。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームとの違いについて
説明します。（施設見学含む）

軽度の認知症から、重度の認知症までかかわりによって進行度が
違うことなどを事例をあげてわかりやすく説明します。

AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明します。

サービス内容・料金などについて説明します。

ケアハウスや特養での看取りケアについて説明します。

入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明します。

知ってらくらく介護講座
～ご本人と介護者が共に楽になりましょう～

【生活支援サポーターについて】 
高齢者の暮らしの小さなお困りごとを市民ボランティアが解決します。 
活動模様の紹介とこれからの支え合い社会についてお話しします。

暮らしの中の小さなお困りごと
へのボランティア活動報告

救命講習の一環としてAED

施設内見学

ケアハウスはどんなところ？

施設での看取りケアについて

認知症の方へのかかわり方につ
いて（施設版）

専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネジャーが
説明します。

介護保険とサービスの利用方法
について

人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロセスについ
て説明します。

人生の終い方、ACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）

医療連携とは

ケアマネジャーの選び方のポイントを説明します。ケアマネジャーの選び方

離床介助、更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助等。

希望に応じて対応します。

介護保険サービスの使い方。

特養に入るまでの流れ、入所後の生活など。

高齢者施設での食事提供について。

介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。

介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系サービスの種類
や違いについて説明します。（希望があれば施設見学にも対応します）

移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助技術をお伝えします。

特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利用方法、金額など。

高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話しします。
（実施については要調整）

精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明するとと
もに精神障がい理解を深めます。（施設見学を含む）
当法人の歩み、活動を紹介しながら、コミュニティソーシャルワー
クについて重要性や課題を話し合います。（施設見学を含む）
介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のねらいと支
援の実際を紹介します。

世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に視点を
あてた支援を説明します。（施設見学を含む）

知的障がいについての理解、接し方などの講座。

生活、就労支援の現状を紹介します。（施設見学を含む）

介護技術

健康教室

介護保険ってなあに？

特養とは？

施設見学ツアー

高次脳機能障がいについて

精神疾患と精神障がいについて

地域福祉について

障がい者ホームヘルパーについて

障がい者グループホームについて

障がい支援について

知的障がいについて

介護食とは？

介護保険入門

介護技術教室

必ず知っておきたい！ 介護保険講座

地域貢献連絡会 一覧出 前 講 座令和2年

ご希望に添えない場合もございますが、あらかじめご了承ください。 令和２年3月時点

かたの福祉会
寺4-590-1

ができました！交野市認知症サポーターステッ
カー

　認知症キャラバン・メイトが事業所や企業まで出向いて、講座を開催します。　

企業・団体等　商店、飲食店、コンビニエンスストア、スーパー、理美容室、金融機関、郵便局など
交　通　機　関　バス、鉄道、タクシーなど
医療・福祉機関　病院、歯科医院、薬局、介護保険サービス事業所、各相談機関など

内　　　　容　●認知症に関する基礎知識や認知症の人や家族の支援のあり方など●職域において想定される場面での認知症の人への関わり方
時　　　　間　概ね、1時間半程度
場　　　　所　申し込み団体にてご用意お願いします
費　　　　　用　無料
申 　 込 　 先　地域包括支援センター　 ☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

交付対象交付対象

交付について交付について

事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について

疲れやすく
なった

筋力（握力）
が低下した

歩くのが
遅くなった

身体の
活動量が
減った

１～２項目
あてはまる人 フレイルの前段階（プレフレイル） ３項目以上

あてはまる人 フレイルの疑いあり

フレイルの
悪循環の例

筋力、体力の低下

外出が減る、
身体活動量の
低下

食欲が落ちる、
気力が減る

食生活（栄養）
●1日3食、栄養バランスの
よい食事を
●たんぱく質をとる

運　動
●からだを動かす
●筋力トレーニングをおこ
なう

社会参加
●1日1回は外出する
●買い物、散歩、趣味、地域
活動など、からだを動か
す機会をつくる

依頼にあたって
市内在住のおおむね１０人以上のグループが対象です。
各施設の依頼受付担当者の人にご連絡いただき、日程・
内容・時間等ご相談ください。（携帯電話から連絡する
場合は、連絡先の前に市外局番の072をつけてください）

J-CHSを基に作成

6か月で体重
が2～3kg
減った

ミルキーウェイ

みのり
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施　設　名 連絡先 講　座　名 内　容

地域包括支援センターコーナー交野市
高齢者のみなさんが住み慣れた地域でいきいきと生活が出来るように支援させていただきます

金額
（千円）

割合
（％）

合計 279,859    100.0

事業計画および予算
●3月31日に決議があったとみなされた理事会・評議員会で、令和2年度事業計画および
　予算が承認されました。基本方針と重点的な取り組みをご報告します。

金額
（千円）

割合
（％）

受託金収入 195,693 69.9

経常経費補助金収入 33,565 12.0

介護保険事業収入 22,152 7.9

事業収入 12,997 4.6

サービス区分間繰入金収入 7,311 2.6

会費収入 5,563 2.0

寄附金収入 1,281 0.5

その他の収入 1,111 0.4

受取利息配当金収入 186 0.1

合計 279,859    100.0

予算内訳
歳入 　279,859千円 歳出 　279,859千円

令和2年度

・本人・世帯の属性に関わらず、受け止める相談支援や、地域における多世代の交流や多様な活躍の機会と役      
　割を生み出す支援を実施し、包括的な支援体制の構築を推進してまいります。
・第3期交野市地域福祉活動計画の最終年度となることから、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、第4
　期交野市地域福祉活動計画の策定を進めてまいります。
・働き方改革について、職員が安心して、意欲を持って働くことができるよう的確に対応してまいります。

基 本 方 針

（1）適正な法人運営及び働き方改革への対応
　改正社会福祉法や社会福祉法人会計基準を遵守した適正な法人運営や会計処理を行います。また、
働き方改革について、働きがいがあり、働き続けられる環境の実現を目指します。

（2）第4期地域福祉活動計画の策定
　第3期交野市地域福祉活動計画のとりまとめや評価を行うとともに、地域懇談会や関係団体等ヒアリ
ングを実施し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ第4期交野市地域福祉活動計画を策定します。

（3）地域ケース会議の推進とアクションプランの見直し
　第3期交野市地域福祉活動計画に基づき、「福祉の困りごとを支え合う仕組みづくり」の構築に向け、
「地域ケース会議」の更なる推進を図ります。また、第4期交野市地域福祉活動計画の策定に伴い、アク
ションプランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の充実を図ります。

（4）コミュニティソーシャルワーカーによる支援強化
　施設CSW・福祉専門職とのネットワーク強化を図り、要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフ
ティネットの体制づくりや、ひきこもり状態にある方を含む「社会参加に向けた丁寧な支援を必要とする
方」への支援を推進します。

（5）移送における運行安全管理の徹底と体制整備
　一人で外出が困難な要支援者、要介護者、障がい者に対する移送サービスの運行安全管理の徹底と
サービスを継続可能なものとするための体制整備を実施し、当該サービスの充実と地域のニーズに合わ
せた活動を展開するための人材の育成に努めます。

重点的な取り組み

世代間交流センター受託事業 70,376 25.2
地域包括支援センター運営事業 57,005 20.4
法人運営事業 45,399 16.2
小地域ネットワーク活動推進事業 26,446 9.5
介護予防支援事業 22,152 7.9
生活困窮者自立支援事業 16,498 5.9
緊急通報システム事業 11,682 4.2
福祉サービス利用援助事業 8,505 3.0
ボランティア活動推進事業 7,209 2.6
共同募金配分事業 7,084 2.5
認知症総合支援事業 6,739 2.4
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,794 2.1
生活支援コーディネーター設置事業 4,600 1.6
その他の事業　　　※① 3,747  1.3
当期資金収支差額　※② △13,377 △4.8

　少子高齢化が進展する中、単身世帯の増加や頼
れる親族がいない人の増加が予測されます。一人
暮らしの高齢者等が、今後も住み慣れた地域で安
心して暮らしていくために、任意後見制度や死後
事務委任契約等について一緒に学びませんか？

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス
について

権利擁護セミナー開催

【対 象 者】　市民及び関心のある人
【定　　員】　先着80人
【費 　 用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　5月15日（金）までに要予約
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

地域包括支援センター
☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

　交野市にお住まいの認知症の人や家族が、安心して施設やお店を利用する事ができることを目的
とした“交野市認知症サポーターステッカー”ができました。
　このステッカーは、認知症の正しい知識と理解をもち、認知症の人や家族に対してできる範囲で
手助けをする“認知症サポーター”の養成講座を受講したお店や施設などに対して交付され、お店の
入り口等に貼り出されています。

　事業所や企業等にて、各職域の実状に合わせた実践的なプログラムを取り入れた「事業所・企業等向
け認知症サポーター養成講座」を受講後、交付申請書を交野市地域包括支援センターに提出。

～フレイル～
フレイルは心身の衰えの悪循環につながります。

　フレイルとは、加齢にともない心身の活力が低下した状態をいいます。高齢期は、筋
力の低下、活動の低下、食欲の低下などがささいなきっかけで生じ、それらが悪循環を
招き、放置すると寝たきりなど介護が必要な状態にまで心身が衰弱してしまいます。

　次の５項目のうち、あてはまる項目が多いほど、フレイルの疑いが高まるため注意が必
要です。

保 健 だ よ り

「フレイルチェック」をしよう

　フレイルの進行を「年だから仕方がない」と放置せず、予防・改善することが大切です。

フレイル予防の３本柱は「食生活」「運動」「社会参加」

　フレイルが進行していく要因は、高血圧
や糖尿病などの「持病の重症化」と、見る、
聞く、食べる、動くなどの心身の機能の「老
化による衰え」です。
　とくにフレイルの原因となりやすいのが
筋力の衰えです。筋肉に刺激を与えないと、
加齢に伴いどんどん筋肉・筋力は衰え、結
果として動くのがおっくうになったり、食欲
が落ちて、フレイルを招きやすくなるのです。

筋肉・筋力の衰えなどに注意！

★フレイルチェック

【と 　 き】　5月27日（水）
午後1時30分～3時30分
（受付開始　午後1時～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 氏

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 4階
多目的ホール

ふじ もと しゅう こ

交野市認知症サポーターステッカーの交付を希望する施設やお店の方へ

※①…善意銀行、資金貸付、基金運営、認知症サポーター等養成、認
知症高齢者見守り、家族介護者交流、介護者（家族）の会支援、
一人暮らし高齢者等見守り（お元気コール）、移送サービス。

※②…当期資金収支差額（△13,377千円）については、前期末支払資
金残高（55,465千円）から措置します。

◆交野市社会福祉施設地域貢献連絡会とは
　交野市内における高齢者施設・障がい者施設・保育施設など
の社会福祉施設が分野を越えて、交野市内の様々な地域福祉課
題に協働して取り組み、地域福祉の向上に寄与することを目的
とした連絡会です。

豊年福祉会
明　星
星田8-6-7
天の川
藤が尾2-5-22

きんもくせい特別養護老人ホーム
大字星田5156-8

891-4974

ケアハウスきんもくせい
南星台2-5-15

特別養護老人ホーム　美来
倉治4-40-7

介護老人保健施設　青山
青山3-432

サール・ナートかたの
私部南1-490

交野自立センター
寺4-590-1

心生会
ミルキーウェイ
天野が原町2-14-20
みのり
天野が原町2-14-18

895-2468

810-8670

893-0328

892-7777

893-4523

896-5656

892-6671

893-9511

892-5689

施設見学ツアー 老人ホーム、デイサービスセンターってどんなところ？という人に
施設内をご案内致します。

介護保険制度とサービスの種類や利用方法、様々な種類がある高
齢者施設についてその内容や利用金額などを説明します。

介護保険とサービスと一般的な
知識としての施設入所について

認知症とは？対応の心がけやアドバイスを認知症の人と日常接し
ている介護職員がお話しします。

認知症の人への対応
～介護職員からのメッセージ～

車椅子の操作方法、移乗の方法、衣類の着脱方法、食事介助の方
法を介護福祉士が実技でお伝えします。

サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームとの違いについて
説明します。（施設見学含む）

軽度の認知症から、重度の認知症までかかわりによって進行度が
違うことなどを事例をあげてわかりやすく説明します。

AED（自動体外式除細動器）の使用方法について説明します。

サービス内容・料金などについて説明します。

ケアハウスや特養での看取りケアについて説明します。

入院から退院して在宅に帰るまでのプロセスを説明します。

知ってらくらく介護講座
～ご本人と介護者が共に楽になりましょう～

【生活支援サポーターについて】 
高齢者の暮らしの小さなお困りごとを市民ボランティアが解決します。 
活動模様の紹介とこれからの支え合い社会についてお話しします。

暮らしの中の小さなお困りごと
へのボランティア活動報告

救命講習の一環としてAED

施設内見学

ケアハウスはどんなところ？

施設での看取りケアについて

認知症の方へのかかわり方につ
いて（施設版）

専門的な在宅リハビリ、訪問看護の使い方までケアマネジャーが
説明します。

介護保険とサービスの利用方法
について

人生の終い方や意思決定能力低下に備えての対応プロセスについ
て説明します。

人生の終い方、ACP（アドバン
ス・ケア・プランニング）

医療連携とは

ケアマネジャーの選び方のポイントを説明します。ケアマネジャーの選び方

離床介助、更衣介助、オムツ交換、車いす操作、歩行介助等。

希望に応じて対応します。

介護保険サービスの使い方。

特養に入るまでの流れ、入所後の生活など。

高齢者施設での食事提供について。

介護保険制度と利用方法やサービスの種類などの説明。

介護保険の利用の仕方から、通所系サービスや入所系サービスの種類
や違いについて説明します。（希望があれば施設見学にも対応します）

移乗介助、更衣介助、食事介助など在宅でも役立つ介助技術をお伝えします。

特養・ショートステイ・デイサービスのご案内。内容や利用方法、金額など。

高次脳機能障がいの基礎的な知識についてお話しします。
（実施については要調整）

精神疾患の代表例と疾患と障がいの違いについて説明するとと
もに精神障がい理解を深めます。（施設見学を含む）
当法人の歩み、活動を紹介しながら、コミュニティソーシャルワー
クについて重要性や課題を話し合います。（施設見学を含む）
介護給付ではなく訓練等給付であることから制度のねらいと支
援の実際を紹介します。

世話人とともに利用者の生活環境を紹介し「暮らす」に視点を
あてた支援を説明します。（施設見学を含む）

知的障がいについての理解、接し方などの講座。

生活、就労支援の現状を紹介します。（施設見学を含む）

介護技術

健康教室

介護保険ってなあに？

特養とは？

施設見学ツアー

高次脳機能障がいについて

精神疾患と精神障がいについて

地域福祉について

障がい者ホームヘルパーについて

障がい者グループホームについて

障がい支援について

知的障がいについて

介護食とは？

介護保険入門

介護技術教室

必ず知っておきたい！ 介護保険講座

地域貢献連絡会 一覧出 前 講 座令和2年

ご希望に添えない場合もございますが、あらかじめご了承ください。 令和２年3月時点

かたの福祉会
寺4-590-1

ができました！交野市認知症サポーターステッ
カー

　認知症キャラバン・メイトが事業所や企業まで出向いて、講座を開催します。　

企業・団体等　商店、飲食店、コンビニエンスストア、スーパー、理美容室、金融機関、郵便局など
交　通　機　関　バス、鉄道、タクシーなど
医療・福祉機関　病院、歯科医院、薬局、介護保険サービス事業所、各相談機関など

内　　　　容　●認知症に関する基礎知識や認知症の人や家族の支援のあり方など●職域において想定される場面での認知症の人への関わり方
時　　　　間　概ね、1時間半程度
場　　　　所　申し込み団体にてご用意お願いします
費　　　　　用　無料
申 　 込 　 先　地域包括支援センター　 ☎072-893-6426　FAX 072-895-1192

交付対象交付対象

交付について交付について

事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について事業所・企業等向け認知症サポーター養成講座について

疲れやすく
なった

筋力（握力）
が低下した

歩くのが
遅くなった

身体の
活動量が
減った

１～２項目
あてはまる人 フレイルの前段階（プレフレイル） ３項目以上

あてはまる人 フレイルの疑いあり

フレイルの
悪循環の例

筋力、体力の低下

外出が減る、
身体活動量の
低下

食欲が落ちる、
気力が減る

食生活（栄養）
●1日3食、栄養バランスの
よい食事を
●たんぱく質をとる

運　動
●からだを動かす
●筋力トレーニングをおこ
なう

社会参加
●1日1回は外出する
●買い物、散歩、趣味、地域
活動など、からだを動か
す機会をつくる

依頼にあたって
市内在住のおおむね１０人以上のグループが対象です。
各施設の依頼受付担当者の人にご連絡いただき、日程・
内容・時間等ご相談ください。（携帯電話から連絡する
場合は、連絡先の前に市外局番の072をつけてください）

J-CHSを基に作成

6か月で体重
が2～3kg
減った

ミルキーウェイ

みのり
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社協だより

にじ丸ちゃん
nijimaru@katano-shakyo.com

http://katano-shakyo.com/

第 145号
［ 編 集 と 発 行 ］
社会福祉法人

交野市社会福祉協議会
〒576-0034
交野市天野が原町5－5－1

ホームページ

072-895-1185
072-895-1192

かたの

もくじ

「社協だより」作成には、共同募金の配分金を活用させていただきました。

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい運動で皆さんからよせられた募
金を原資とした配分が、2月28日の交野地区募
金会理事会において決定されました。

2020（令和2）年 5月

　住民のみなさんには3月より区長会を通じて、また事業所のみなさんには振り込みや校区福祉委員を通
じてご協力をいただきました。本当にありがとうございます。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月3日現在 総額 5,526,817円です。いただいた会費は、地域
福祉の一層の充実を図るべく様々な事業を行い有効に使わせていただきます。
　なお、事業所にお願いしております企業賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける事業
所は社会福祉協議会までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

「ありがとうございました」「ありがとうございました」
令和2年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月3日現在 （単位：円）

4月3日現在　協力企業名等（順不同・敬称略）

※掲載を辞退された事業所等もあります。

金　額

企業賛助会員会費
地区合計 4,771,817円

地　　区

7,400円善意銀行 (株)栄　交野ガスリビングさんから

食品・調味料等カーブスじゃんぼスクエア交野店・
フレンドタウン交野店さんから

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月27日

2月27日

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから3月27日

2月18日
交野市社会福祉協議会の善意銀行に、
次の方から預託していただきました。
この善意に厚くお礼申し上げます。

企業賛助会員会費額 755,000円
あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和2年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

地　域　組　織

福　祉　団　体

合　　　　　計

ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　団　体

4月3日現在
ありがとうございました！！

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

1月27日～3月27日

総額 5,526,817円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催しなどの開催を中止・延期する可能性があります。
開催の可否については、事前に社協のホームページで確認または問い合わせをお願いします。

65,500
211,200
194,400
49,150
145,200
480,600
167,400
593,000
40,000
555,900
315,750
93,300
140,000
10,000
82,754
1,200

518,700
115,100
201,701
151,500
232,742
134,250
103,470
169,000

青山
天野が原町
幾野
梅が枝
駅前住宅
私市
私市山手
私部
行殿
倉治
郡津
寺
南星台
浜の池
藤が尾
傍示
星田
星田西
星田山手
松塚
妙見坂
妙見東
向井田
森

山手・（青葉台）

山手・（山手東）

★10,000円
有限会社中與
医療法人山添医院
明石　惠實
小林診療所
株式会社雨田組　
株式会社グリーン京阪
有限会社小松自動車
協和電子部品株式会社　
幸福米穀　
有限会社北商
コモンシティ星田 ふれあいプラザ
有限会社伸宏
株式会社野村工務店
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
中　章
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水

★5,000円
ダスキン交野
医療法人多々内科クリニック
パナソニック交野株式会社
山本整形外科
株式会社かたの書房
北河内農協　交野中央支店
株式会社北村商店
有限会社トミヤ
宝田クリニック
サール・ナートかたの
明石クリニック
飯田寝装店
うんの獣医科病院
北口工業株式会社
株式会社小綿商店　
田和酒店
星田交通株式会社
星の森
オオキタ園芸
株式会社しんキュービック
株式会社さくら
西本内科医院
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
藤の街クリニック
北陸工業株式会社
星田南病院
カジタ薬局
社会福祉法人もくせい会　ケアハウスきんもくせい
中村　正三
株式会社星田テニスアカデミー（星田テニスクラブ）

ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社
医療法人桜恵会
株式会社栄　交野ガスリビング
斉藤工務店株式会社
木野整骨鍼灸院
清田医院
クレモト歯科小児歯科
株式会社サンケン
サンライズ星田
株式会社マゼミ
学校法人高岡幼稚園
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
星田ゴルフセンター
ぽっかぽか7丁目保育園
レスポワール星田
株式会社上田建築工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑　かなでホール
株式会社吉信工務店
和紀総合有限会社
尼子医院
住まいの相談所株式会社サムズ
田中製材有限会社
株式会社オクノナマコン
株式会社加地
新庄陸五郎商店
野村医院
西岡　昭榮

★3,000円
今田獣医科病院
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
お菓子工房　新
辰巳寿司
株式会社ティー・アイ・コーポレーション
ニューフトコロ
焼肉　河内屋
料理処　魚三
カタノ薬局
株式会社つくし
株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
株式会社ビューティサロン　モリワキ
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店
株式会社山添電機
山野酒造株式会社
池田薬局
小菓医院
すし家の繁
相馬運送株式会社

たなかや
株式会社富尾工務店
ニッコー
花栄
札埜呉服店
カタノ紙工　
住宅型有料老人ホーム　フォーユー交野
よしむら
丸助寿司
Aコープ星田店
おかの歯科クリニック
ＫＢＣデンキ星田店
Ｋ美容室
有限会社コバシ産業
小林勲二
さつま寿し
髙島　十美代
星の郷　総合教室
よねだ鍼灸院
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
ヘアーサロンピエール
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
氏原司法書士事務所
居酒屋三昧　本日のおすすめ　交野店
いぬいでんき
すこやか星田整骨院
フレスコ星田店
みのや塗料株式会社
ラ・ヴィエイユ
看護小規模多機能型居宅介護　ケアタウン交野
サイクルショップワキ
西村貢畳商店
はれらに食堂
放課後デイサービス　花ごころ
イケモトベテリナリークリニック
交野市水道サービス株式会社
いぬい米穀店
喫茶がんび
橘電工株式会社
デイサービス花ごころ
原田牛乳店
ふぁみりぃ交野
富士ホームサービス株式会社 交野支店
矢鍋商店
株式会社山満造園
今堀ぶどう園
スウィートいずみ
寿美典福会
株式会社中角物産
原歯科医院（倉治） 100,000

100,000

20,000

テントウェイト、パレット、ベンチ
テント、リヤカー

イベント食材費
（豚汁、調味料、もち米、漉し餡、白玉団子等）
消耗品（コピー用紙、ゴミ袋、ポスター等）

恒例地域福祉事業
住民参加型イベント

星田区ふれあいサマーフェスティバル事業
星田区サマーフェスティバル

住民参加型イベント

夏祭り（盆踊り）

松塚区民祭り

藤が尾地区交流活動事業

250,000
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

210,000

郡津地区
南星台地区自治会

天野が原町まちづくり委員会

私市地区

松塚地区

藤が尾地区

寺地区

向井田自治会

幾野連合自治会

私市山手地区自主防災会

交野市梅が枝住宅自治会
（自主防災委員会）

研修交通費

メッシュベスト・キャップ
啓発物品購入費
手芸材料、炊き込みご飯材料副食、キッチンタオル洗剤等

発電機

災害用テントセット、発電機

テント、折りたたみテーブル

わた菓子機、ガスボンベ、物品レンタル料、
コピー用紙、テープ、ブルシート等

テレビ・発電機

アンプ、ワイヤレスマイクチューナー、
アンテナ、スピーカー

ウォータークーラー

ステージ用照明、プロジェクター用スピーカー等

仕切りセット、ベッド

「戦没船資料館」と「人と防災未来センター」
研修ツアー

防災事業

令和2年度第10回防災訓練、
防災講演会実施事業

講師謝礼、ノーパンク車椅子、リヤカー、
草刈機、炊飯ジャー

自主防災活動

防災訓練（避難所運営）

倉治ふれあい交流会

90,000

100,000
100,000
85,000

250,000
250,000

妙見坂地区　連合自治会 デジタルカメラ、発電機、無線機、照明器防災対策強化 250,000
星田山手ボランティア
まちづくり推進会 スポットライト住民参加型イベント 205,000

私部地区 多目的ラバーマット私部区自主防災組織訓練 158,000
妙見東自治会 掲示板妙見東自治会広報の為の掲示板 250,000

250,000

250,000

250,000

交野市遺族会

交野市星友クラブ連合会
枚方・交野地区保護司会
交野市母子寡婦福祉会

創立60周年記念
更生保護街頭啓発活動
料理・手芸

校区福祉委員会助成金事業､保険料
ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等
防災備品購入費
社協だより印刷費用

地域福祉活動推進事業
移送サービス事業
災害対策事業
広報活動事業

1,300,000
536,000
50,000
571,063
7,155,063

社会福祉協議会
受領分配分内訳

ボランティア保険
救急セット、ペール、高枝切、鎌、クーラーボックス、
食材購入費、消耗品費、施設使用料

講師謝礼

電子住宅地図

清掃あいさつ運動
周辺地域の緑豊かな自然と良好な居住環境
保護の為の緑化推進、環境保護活動

交野市ボランティアグループの広報事業

広報、議会だより、希望図書の音訳、
対面読書

30,000郡津区同友会

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」

かたの少年少女
クリーンパトロール隊

交野市ボランティアグループ連絡会

星田行政区

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会

町内ふれあい事業・各部会事業

※令和2年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の7,155,063円が原資となります。なお、配分金額については、3月末までに大阪府共
同募金会から決定を受けた額により、次回の理事会にて配分額の調整を行う予定となっております。

◆二代目にじ丸ちゃんを襲名しました
◆移送サービス運転ボランティアさん・外出サポーターさん大募集！！
　メンズボランティアサロン
◆令和2年度 事業計画および予算
◆令和2年 地域貢献連絡会出前講座一覧

◆地域包括支援センターコーナー
　権利擁護セミナー開催
　認知症サポーターステッカーができました！
◆保健だより　フレイル
◆共同募金ありがとうございました!!
◆令和2年度 社協賛助会員会費
　善意銀行
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　この度、交野市社会福祉協議会のマスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」を二代目が襲名しました。この機会に、
キュートな「にじ丸ちゃん」の魅力を知ってもらい、今後ますます、市民の皆さんに愛していただきたいと思っています。
　申し込みをいただければ派遣や貸し出しも可能です。関心のある人は社会福祉協議会（☎072-895-1185）まで
連絡ください。なお、社会福祉協議会の窓口もしくはホームページで、貸出要綱と使用申込書を確認いただけます。

を襲名しました

今まで可愛がって
くれてありがとう！
二代目をよろしくね！

男の子
星型
8歳
ぶどう、はちみつ

性　別
血液型
年　齢
好　物

偏見の心
にじ丸ビーム

苦手なもの
得意技

人間関係が希薄化する
社会において、人と人
との繋がりの温かさを
思い出させてくれます

初代
にじ丸ちゃん

大大募募集集!!!
!移送サービス 

   運転ボランティアさん
移送サービス 
   運転ボランティアさん
　社会福祉協議会が実施している移送サービスでは、今年度も運転協力者を募集します。
　これまでボランティア経験がない人でも、事前に実技講習会や現運転協力者さんによる同乗研修などを行います
ので、安心して始められます。
　車の運転が好きな人、住み慣れたまちで地域のために活動を始めてみたい人、ボランティアデビューしてみませんか。
※介護関係の資格は不要です。介護は、同乗者である付添人（家族、知人、ヘルパーなど）が行います。

　ボランティアに関して、知る、学ぶ、交流する会をひらいています。
　退職後のセカンドライフを考えるヒントや新たな仲間を、ぜひ男性向
けボランティアサロンで一緒に探しましょう。新しい活動の提案もお待
ちしています。
　資格も経験も必要ありませんので、お気軽にご参加ください。

専用車での送迎（事前
予約制）
利用者の乗降のお手伝い

活動内容

移送サービス利用者の付き添いとし
て、運転ボランティアが運転する車
に同乗し、利用者の見守りサポート
をしていただくボランティアです。
資格は必要ありません。
※身体介護や利用者の貴重品に触れる
ようなサポートはありません。

75歳以下の人（定年制）
過去2年間、免許停止
歴がない人
月に２回以上の活動が
できる人

活動要件

（※初めに、外出サポーターに関する説明を10分ほど行います。） 

ボランティアセンター　1階 活動室

と　き

ところ
申し込み・問い合わせ 社会福祉協議会

移送サービスとは 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーなど
の公共交通機関を利用することが困難な人の外出サポートです。

①7月15日（水）　午前10時～11時
②7月20日（月）　午後  3時～4時　

6月16日（火）午後1時30分～3時30分
ボランティアセンター　2階活動室
活動事例紹介（将棋ボランティア、おもちゃ作り、お話相手 等）
ボランティアに関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎）
無料
ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　FAX072-891-3340

と　き
ところ
内　容
対　象
参加費
申し込み

運転ボランティアに関する事前説明会を開催します！

メンズ
ボランティア
サロン

メンズ
ボランティア
サロン

二代目
にじ丸ちゃん

にじ丸ちゃんプロフィール

人と人とのつながりを大切にする、
“かけはし”になるよ！

外出サポーターも
同時募集！！

イベントに呼んでほしいな～

60 代～70代の男性が多いですが、女性も活躍されています！

☎ 072-895-1185　FAX072-895-1192

※どちらか１日参加してください。



申　請　者 事業・活動名 申請金額 申請内容
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社協だより

にじ丸ちゃん
nijimaru@katano-shakyo.com

http://katano-shakyo.com/

第 145号
［ 編 集 と 発 行 ］
社会福祉法人

交野市社会福祉協議会
〒576-0034
交野市天野が原町5－5－1

ホームページ

072-895-1185
072-895-1192

かたの

もくじ

「社協だより」作成には、共同募金の配分金を活用させていただきました。

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、
歳末たすけあい運動で皆さんからよせられた募
金を原資とした配分が、2月28日の交野地区募
金会理事会において決定されました。

2020（令和2）年 5月

　住民のみなさんには3月より区長会を通じて、また事業所のみなさんには振り込みや校区福祉委員を通
じてご協力をいただきました。本当にありがとうございます。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月3日現在 総額 5,526,817円です。いただいた会費は、地域
福祉の一層の充実を図るべく様々な事業を行い有効に使わせていただきます。
　なお、事業所にお願いしております企業賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける事業
所は社会福祉協議会までご連絡ください。よろしくお願いいたします。

「ありがとうございました」「ありがとうございました」
令和2年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月3日現在 （単位：円）

4月3日現在　協力企業名等（順不同・敬称略）

※掲載を辞退された事業所等もあります。

金　額

企業賛助会員会費
地区合計 4,771,817円

地　　区

7,400円善意銀行 (株)栄　交野ガスリビングさんから

食品・調味料等カーブスじゃんぼスクエア交野店・
フレンドタウン交野店さんから

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月27日

2月27日

7,600円(株)栄　交野ガスリビングさんから3月27日

2月18日
交野市社会福祉協議会の善意銀行に、
次の方から預託していただきました。
この善意に厚くお礼申し上げます。

企業賛助会員会費額 755,000円
あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和2年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

地　域　組　織

福　祉　団　体

合　　　　　計

ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　団　体

4月3日現在
ありがとうございました！！

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

1月27日～3月27日

総額 5,526,817円

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、催しなどの開催を中止・延期する可能性があります。
開催の可否については、事前に社協のホームページで確認または問い合わせをお願いします。

65,500
211,200
194,400
49,150
145,200
480,600
167,400
593,000
40,000
555,900
315,750
93,300
140,000
10,000
82,754
1,200

518,700
115,100
201,701
151,500
232,742
134,250
103,470
169,000

青山
天野が原町
幾野
梅が枝
駅前住宅
私市
私市山手
私部
行殿
倉治
郡津
寺
南星台
浜の池
藤が尾
傍示
星田
星田西
星田山手
松塚
妙見坂
妙見東
向井田
森

山手・（青葉台）

山手・（山手東）

★10,000円
有限会社中與
医療法人山添医院
明石　惠實
小林診療所
株式会社雨田組　
株式会社グリーン京阪
有限会社小松自動車
協和電子部品株式会社　
幸福米穀　
有限会社北商
コモンシティ星田 ふれあいプラザ
有限会社伸宏
株式会社野村工務店
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
中　章
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水

★5,000円
ダスキン交野
医療法人多々内科クリニック
パナソニック交野株式会社
山本整形外科
株式会社かたの書房
北河内農協　交野中央支店
株式会社北村商店
有限会社トミヤ
宝田クリニック
サール・ナートかたの
明石クリニック
飯田寝装店
うんの獣医科病院
北口工業株式会社
株式会社小綿商店　
田和酒店
星田交通株式会社
星の森
オオキタ園芸
株式会社しんキュービック
株式会社さくら
西本内科医院
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
藤の街クリニック
北陸工業株式会社
星田南病院
カジタ薬局
社会福祉法人もくせい会　ケアハウスきんもくせい
中村　正三
株式会社星田テニスアカデミー（星田テニスクラブ）

ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社
医療法人桜恵会
株式会社栄　交野ガスリビング
斉藤工務店株式会社
木野整骨鍼灸院
清田医院
クレモト歯科小児歯科
株式会社サンケン
サンライズ星田
株式会社マゼミ
学校法人高岡幼稚園
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
星田ゴルフセンター
ぽっかぽか7丁目保育園
レスポワール星田
株式会社上田建築工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑　かなでホール
株式会社吉信工務店
和紀総合有限会社
尼子医院
住まいの相談所株式会社サムズ
田中製材有限会社
株式会社オクノナマコン
株式会社加地
新庄陸五郎商店
野村医院
西岡　昭榮

★3,000円
今田獣医科病院
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
お菓子工房　新
辰巳寿司
株式会社ティー・アイ・コーポレーション
ニューフトコロ
焼肉　河内屋
料理処　魚三
カタノ薬局
株式会社つくし
株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
株式会社ビューティサロン　モリワキ
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店
株式会社山添電機
山野酒造株式会社
池田薬局
小菓医院
すし家の繁
相馬運送株式会社

たなかや
株式会社富尾工務店
ニッコー
花栄
札埜呉服店
カタノ紙工　
住宅型有料老人ホーム　フォーユー交野
よしむら
丸助寿司
Aコープ星田店
おかの歯科クリニック
ＫＢＣデンキ星田店
Ｋ美容室
有限会社コバシ産業
小林勲二
さつま寿し
髙島　十美代
星の郷　総合教室
よねだ鍼灸院
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
ヘアーサロンピエール
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
氏原司法書士事務所
居酒屋三昧　本日のおすすめ　交野店
いぬいでんき
すこやか星田整骨院
フレスコ星田店
みのや塗料株式会社
ラ・ヴィエイユ
看護小規模多機能型居宅介護　ケアタウン交野
サイクルショップワキ
西村貢畳商店
はれらに食堂
放課後デイサービス　花ごころ
イケモトベテリナリークリニック
交野市水道サービス株式会社
いぬい米穀店
喫茶がんび
橘電工株式会社
デイサービス花ごころ
原田牛乳店
ふぁみりぃ交野
富士ホームサービス株式会社 交野支店
矢鍋商店
株式会社山満造園
今堀ぶどう園
スウィートいずみ
寿美典福会
株式会社中角物産
原歯科医院（倉治） 100,000

100,000

20,000

テントウェイト、パレット、ベンチ
テント、リヤカー

イベント食材費
（豚汁、調味料、もち米、漉し餡、白玉団子等）
消耗品（コピー用紙、ゴミ袋、ポスター等）

恒例地域福祉事業
住民参加型イベント

星田区ふれあいサマーフェスティバル事業
星田区サマーフェスティバル

住民参加型イベント

夏祭り（盆踊り）

松塚区民祭り

藤が尾地区交流活動事業

250,000
250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

210,000

郡津地区
南星台地区自治会

天野が原町まちづくり委員会

私市地区

松塚地区

藤が尾地区

寺地区

向井田自治会

幾野連合自治会

私市山手地区自主防災会

交野市梅が枝住宅自治会
（自主防災委員会）

研修交通費

メッシュベスト・キャップ
啓発物品購入費
手芸材料、炊き込みご飯材料副食、キッチンタオル洗剤等

発電機

災害用テントセット、発電機

テント、折りたたみテーブル

わた菓子機、ガスボンベ、物品レンタル料、
コピー用紙、テープ、ブルシート等

テレビ・発電機

アンプ、ワイヤレスマイクチューナー、
アンテナ、スピーカー

ウォータークーラー

ステージ用照明、プロジェクター用スピーカー等

仕切りセット、ベッド

「戦没船資料館」と「人と防災未来センター」
研修ツアー

防災事業

令和2年度第10回防災訓練、
防災講演会実施事業

講師謝礼、ノーパンク車椅子、リヤカー、
草刈機、炊飯ジャー

自主防災活動

防災訓練（避難所運営）

倉治ふれあい交流会

90,000

100,000
100,000
85,000

250,000
250,000

妙見坂地区　連合自治会 デジタルカメラ、発電機、無線機、照明器防災対策強化 250,000
星田山手ボランティア
まちづくり推進会 スポットライト住民参加型イベント 205,000

私部地区 多目的ラバーマット私部区自主防災組織訓練 158,000
妙見東自治会 掲示板妙見東自治会広報の為の掲示板 250,000

250,000

250,000

250,000

交野市遺族会

交野市星友クラブ連合会
枚方・交野地区保護司会
交野市母子寡婦福祉会

創立60周年記念
更生保護街頭啓発活動
料理・手芸

校区福祉委員会助成金事業､保険料
ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等
防災備品購入費
社協だより印刷費用

地域福祉活動推進事業
移送サービス事業
災害対策事業
広報活動事業

1,300,000
536,000
50,000
571,063
7,155,063

社会福祉協議会
受領分配分内訳

ボランティア保険
救急セット、ペール、高枝切、鎌、クーラーボックス、
食材購入費、消耗品費、施設使用料

講師謝礼

電子住宅地図

清掃あいさつ運動
周辺地域の緑豊かな自然と良好な居住環境
保護の為の緑化推進、環境保護活動

交野市ボランティアグループの広報事業

広報、議会だより、希望図書の音訳、
対面読書

30,000郡津区同友会

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」

かたの少年少女
クリーンパトロール隊

交野市ボランティアグループ連絡会

星田行政区

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会

町内ふれあい事業・各部会事業

※令和2年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の7,155,063円が原資となります。なお、配分金額については、3月末までに大阪府共
同募金会から決定を受けた額により、次回の理事会にて配分額の調整を行う予定となっております。

◆二代目にじ丸ちゃんを襲名しました
◆移送サービス運転ボランティアさん・外出サポーターさん大募集！！
　メンズボランティアサロン
◆令和2年度 事業計画および予算
◆令和2年 地域貢献連絡会出前講座一覧

◆地域包括支援センターコーナー
　権利擁護セミナー開催
　認知症サポーターステッカーができました！
◆保健だより　フレイル
◆共同募金ありがとうございました!!
◆令和2年度 社協賛助会員会費
　善意銀行
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　この度、交野市社会福祉協議会のマスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」を二代目が襲名しました。この機会に、
キュートな「にじ丸ちゃん」の魅力を知ってもらい、今後ますます、市民の皆さんに愛していただきたいと思っています。
　申し込みをいただければ派遣や貸し出しも可能です。関心のある人は社会福祉協議会（☎072-895-1185）まで
連絡ください。なお、社会福祉協議会の窓口もしくはホームページで、貸出要綱と使用申込書を確認いただけます。

を襲名しました

今まで可愛がって
くれてありがとう！
二代目をよろしくね！

男の子
星型
8歳
ぶどう、はちみつ

性　別
血液型
年　齢
好　物

偏見の心
にじ丸ビーム

苦手なもの
得意技

人間関係が希薄化する
社会において、人と人
との繋がりの温かさを
思い出させてくれます

初代
にじ丸ちゃん

大大募募集集!!!
!移送サービス 

   運転ボランティアさん
移送サービス 
   運転ボランティアさん
　社会福祉協議会が実施している移送サービスでは、今年度も運転協力者を募集します。
　これまでボランティア経験がない人でも、事前に実技講習会や現運転協力者さんによる同乗研修などを行います
ので、安心して始められます。
　車の運転が好きな人、住み慣れたまちで地域のために活動を始めてみたい人、ボランティアデビューしてみませんか。
※介護関係の資格は不要です。介護は、同乗者である付添人（家族、知人、ヘルパーなど）が行います。

　ボランティアに関して、知る、学ぶ、交流する会をひらいています。
　退職後のセカンドライフを考えるヒントや新たな仲間を、ぜひ男性向
けボランティアサロンで一緒に探しましょう。新しい活動の提案もお待
ちしています。
　資格も経験も必要ありませんので、お気軽にご参加ください。

専用車での送迎（事前
予約制）
利用者の乗降のお手伝い

活動内容

移送サービス利用者の付き添いとし
て、運転ボランティアが運転する車
に同乗し、利用者の見守りサポート
をしていただくボランティアです。
資格は必要ありません。
※身体介護や利用者の貴重品に触れる
ようなサポートはありません。

75歳以下の人（定年制）
過去2年間、免許停止
歴がない人
月に２回以上の活動が
できる人

活動要件

（※初めに、外出サポーターに関する説明を10分ほど行います。） 

ボランティアセンター　1階 活動室

と　き

ところ
申し込み・問い合わせ 社会福祉協議会

移送サービスとは 他人の介助によらず移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーなど
の公共交通機関を利用することが困難な人の外出サポートです。

①7月15日（水）　午前10時～11時
②7月20日（月）　午後  3時～4時　

6月16日（火）午後1時30分～3時30分
ボランティアセンター　2階活動室
活動事例紹介（将棋ボランティア、おもちゃ作り、お話相手 等）
ボランティアに関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎）
無料
ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　FAX072-891-3340

と　き
ところ
内　容
対　象
参加費
申し込み

運転ボランティアに関する事前説明会を開催します！

メンズ
ボランティア
サロン

メンズ
ボランティア
サロン

二代目
にじ丸ちゃん

にじ丸ちゃんプロフィール

人と人とのつながりを大切にする、
“かけはし”になるよ！

外出サポーターも
同時募集！！

イベントに呼んでほしいな～

60 代～70代の男性が多いですが、女性も活躍されています！

☎ 072-895-1185　FAX072-895-1192

※どちらか１日参加してください。


