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かたの

第 149号

私部自主防災会 自主防災訓練 レスキュー簡易寝袋 149,000

向井田自治会 大規模災害（想定時）避難訓練 感染症対策段ボールベッド 250,000

枚方・交野地区保護司会 更生保護街頭啓発活動 啓発物品購入費 100,000

星田山手ボランティア
街づくり推進会 住民参加型イベント 音響セット

（スピーカー、ワイヤレスマイク、ミキサー等） 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 緊急時対応コンセプション ＡＥＤ、心肺蘇生訓練用マネキン 250,000

「チームオレンジ」立ち上げに向けて
認知症サポーター養成講座のお知らせ
◆保健だより｠～フレイルを防ごう「口腔機
◆社協の事業紹介｠第3回「生活困窮者自立支援事業」
　移送サービスについて
◆社協賛助会員を募集
　善意銀行　　
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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。
1月26日～3月29日まで

（株）栄　交野ガスリビングさんから
川柳・交差点さんから
（株）栄　交野ガスリビングさんから　
森兼　計二さんから
川柳・交差点さんから
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから　
（株）栄　交野ガスリビングさんから

1月26日 
2月17日 
25日

3月11日
17日
24日
29日

も く じ

友愛コミュニケーション事業
～コロナ禍でもつながりを絶やさないための取り組み～

校区福祉委員会の取り組み紹介

　当校区では、食事会・落語・音楽などを楽しみなが
ら、仲間づくりをすすめる「ふれあいサロン」や、子
育てに関する相談や情報交換などを通して、子育てを
楽しみながら仲間づくりを行う「子育てサロン」を中
心に、交野小学校児童と一緒にお米作りや地域清掃活
動を行うなど、地域で助けあい支えあうふれあいのま
ちづくりを進めるための諸活動を行っています。
　昨年度は、多くの事業が中止を余儀なくされました
が、電話・訪問等による声かけ・見守り活動をすると
ともに、コロナ禍に負けない「新しい生活様式」チラ
シや「脳トレにチャレンジ」などを提供し感謝される
など、コロナ禍におい
て出来る活動を行って
います。

交野小学校区福祉委員会

　コロナ禍で予定していた事業が中止せざるを得ない状
況下でも、毎月第２・第４水曜日の登校時に子ども達へ
の見守りあいさつ運動は実施しました。子どもからたく
さん元気をもらいました。また緊急事態宣言の発令中以
外は、家に閉じこもりがちな高齢者向けのサロンとし
て、フレイル予防（介護予防のための食べ物と体操）の
出前講座を行いました。また専門家による「転倒と予
防」をテーマに、高齢者が骨折し要介護とならないため
の足腰の鍛え方を学びました。そして、一人暮らしの高
齢者の方には電話で安否確認をさせていただき、お元気
な声を聞くことができ安心しました。

妙見坂小学校区福祉委員会

第4回（最終回）

6,800円
100,000円
6,800円

プレクストーク
20,000円
2,500円
6,800円

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。

　誰でも気軽に参加でき、ボランティアに関して、「知る、学ぶ、交流す
る」サロンを開催しています。
　5月は、レクリエーションを届けるボランティアとして、おもちゃづくり
やニュースポーツ・演芸「玉手箱」，車いすダンス「ひまわり」の活動見学・
体験があります。男性メンバーも活躍されていますので、ぜひご参加く
ださい。

　学校・会社・家以外での居場所（サー
ドプレイス）で不就労・不登校やひきこ
もりの人たちが、人と関わる関わらない
に関係なく、気軽に集まり過ごせる場です。

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

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
日常的に車を運転している人

活動要件

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

と　き
ところ
対　象
定　員 参加費
申し込み

社会的なつながりを求める人、自立意欲のある人、またはその家族。
（例）ひきこもり状態で、他者との関わりを持つ機会がない。

ひきこもりがちで社会的なつながりを持ちたいが難しい。
木曜日（月１回・開催週は変わります）午後１時～３時
交野市ボランティアセンター 2階
交野市社会福祉協議会　☎ 072-895-1185　　　　　　　𠮷田・天場

実施日時・場所

問い合わせ 担　当

運転ボランティアに関する
事前説明会を開催します！

ボランティア
サロン

ボランティア
サロン

いろいろな
おもちゃづくりが
楽しめます

☎ 072-895-1185
 072-895-1192

①7月14日（水） 午後  3時～  4時
②7月20日（火） 午前10時～11時　
※どちらか１日参加してください。

※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。

担
　当

舟山
ふなやま

浦上
うらかみ

※ご利用には事前の面接相談が必要です。

FAX

FAX

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 事業内容 金　額

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、歳末たすけ
あい運動でみなさんからよせられた募金を原資とした配分が、
2月26日の交野地区募金会理事会において決定されました。

あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和3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

社　会　福　祉　協　議　会　受　領　分　配　分　内　訳

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和3年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,551,000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。

ありがとう
ございました！！

◆社会福祉協議会  会長就任あいさつ
　新入職員紹介
◆友愛コミュニケーション事業の活動報告
◆令和3年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和3年度 事業計画及び予算
◆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プアップ講座／交野市社会資源マップ
◆保健だより　生活習慣の改善で認知症を防ごう
◆移送サービス運転ボランティアさん大募集!!
　かたの×サードプレイス
　ボランティアサロン
◆共同募金ありがとうございました!!
　善意銀行
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よしだ てんば

無料
交野市ボランティアセンター　
☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

5月24日（月）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階・2階
市内周辺在住・在勤・在学者
15人（事前申込制）

寺区 地域住民による環境整備清掃活動 芝刈り機、刈払機、チェーンソー、バキューム 250,000

郡津区 地域福祉事業 軽量折りたたみテーブル、軽量座卓

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区積極的広報活動事業 地域掲示板の購入

250,000

250,000

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星田行政区 スポットクーラー4台、折りたたみベッド6台 250,000

戦没学徒記念
若人の広場公園研修ツアー交野市遺族会 研修交通費 100,000

交野市星友クラブ連合会 創立60周年記念誌の発刊 100,000

避難所への室内用点字ブロック
設置に向けての研修

部屋代、点字ブロック、
消耗品（養生テープ・消毒液）

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

交野市視覚障害者福祉会 100,000

郡津区同友会 清掃・あいさつ活動 保険料 30,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業､保険料 1,300,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等 620,000
災害対策事業 防災備品購入費 50,000
広報活動事業 社協だより印刷費用及びホームページ管理費用 1,152,000

6,551,000

広報、議会だより、社協だよりの音訳、
対面読書・希望図書の音訳

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」 講師謝礼 100,000

アルファ米（個食タイプ・炊き出しタイプ）、
ケイスタンド、プラスチック手袋、ウイルス除菌剤幾野連合自治会 防災事業 250,000

松塚地区 松塚区民祭り 250,000
わた菓子機、機材レンタル（玉入れ台、音響、
グリドル、テーブル）、事務消耗品（コピー用紙、
インクカートリッジ）、保険料

私市区 テント 250,000
地域組織
私市こども会、私市青少年指導委員会
交野市消防団　私市分団

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000
機材借り上げ料（音響、テント、やぐら、ＬＰガ
ス等）、物品・材料等購入費（ワンタッチテント、
コードリール等）、食材等購入費、消耗品費等

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。

生活困窮者自立支援事業
資金貸付事業

日常生活自立支援事業
赤い羽根共同募金

　「困った！」「どうしたらいいの？」という悩みに、親身
にかつ冷静に、時に明るく寄り添いたいと思っています。
よろしくお願いします。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、地域の活動は中止や縮小を余儀な
くされました。このような状況でも、地域住民が孤独や不安を感じることなく、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくことができるように、見守りや安否確認を行う活動を“友愛コミュニケーション事業”と
名付け実施してきました。
　前号に引き続き、校区福祉委員会が地域の特性に合わせて行う見守り・安否確認の様子を紹介します。
　第４回は、交野・妙見坂小学校区福祉委員会です。
　取り組み紹介は最終回となりますが、今後も地域の見守り活動は続けていきます。
※対象者の選定基準は地域によって異なります。

　慣れないことも多いですが、「相談して良かった」と思っ
ていただけるように、笑顔で丁寧な対応を心掛けてまい
ります。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな映画

趣　　味

好きな映画

スキー、サイクリング
『ショーシャンクの空に』
（スティーブン・キング原作）

ジャズベース
『男はつらいよ』
（全シリーズ３回制覇）

小野田　和
か ずお の だ

上殿　詩美
う え ど の う た み

会長就任あいさつ社会福祉協議会

　コロナ禍において、私たちを取り巻く環境は大きく様変わりしました。今まで当たり前にできていた活動
が実施できなくなる中、昨年4月に友愛コミュニケーション事業を立ち上げました。
　「自粛生活で体力が落ちてるんか、ゴミ出しが大変らしいねん！」「サロンが無いから顔は見てないんやけど、
デイサービスの車はよく来てるで～」など、校区福祉委員会の細やかな気づきを社会福祉協議会で集約し、
地域包括支援センターと連携をしながら対応を行ってきました。
　校区福祉委員会では、これからも創意工夫を凝らしながら活動を進めていきます。地域福祉を共に支えて
くれる仲間も随時募集をしていますので、校区福祉委員会活動に関心のある人は社会福祉協議会へご連絡く
ださい。

１年間の集計（延べ回数・延べ人数）

新入職員紹介

　誕生月には、それぞれの
　生まれた年の主な出来事を
　まとめてお渡ししたところ、
　　大変喜ばれました！

　健康寿命を
　延ばして元気に
　過ごしましょう

音楽に合わせて
一緒に楽しみましょう

感染症対策を
実施しながら
運行中です

月1回
開催中

友愛コミュニケーション事業を振り返って

対　象　者

サードプレイス
とは？

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

　このたび、3月24日に開催されました理事会において、社会福祉協議会会長に選
定していただきました前波艶子でございます。
　皆様ご存じのように、近年、地域を取り巻く福祉問題として、少子高齢化、引きこ
もり、貧困等がよく言われております。それらの問題から起因する新たな地域課題に
対して、社協が果たす役割は益々重要になってきていると認識しております。
　社会福祉協議会といたしましては、複雑多様化している課題に対応すべく、令和3
年度に策定いたします第4期交野市地域福祉活動計画に基づき、地域の中で相互に
支えあえる仕組みづくりや、包括的に対応する総合相談体制の充実や包括ケアシス
テム構築の更なる推進に向けて、地域住民の皆様、そして福祉関係団体、行政の皆様などのご協力をいただ
きながら、相互に連携を図り、社会福祉協議会の責務を果たしてまいります。
　今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

前波 艶子
ま え ば つ や こ

交野市社会福祉協議会　会長

電話 訪問
チラシ・はがき
・校区だより 
など

メール・
LINE など その他 合計 協力員

1,328件 5,442件 60,056件 165件 2,025件 69,016件 856人
（4月 5日時点で報告を受けている数）
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私部自主防災会 自主防災訓練 レスキュー簡易寝袋 149,000

向井田自治会 大規模災害（想定時）避難訓練 感染症対策段ボールベッド 250,000

枚方・交野地区保護司会 更生保護街頭啓発活動 啓発物品購入費 100,000

星田山手ボランティア
街づくり推進会 住民参加型イベント 音響セット

（スピーカー、ワイヤレスマイク、ミキサー等） 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 緊急時対応コンセプション ＡＥＤ、心肺蘇生訓練用マネキン 250,000

「チームオレンジ」立ち上げに向けて
認知症サポーター養成講座のお知らせ

◆保健だより｠～フレイルを防ごう「口腔機
◆社協の事業紹介｠第3回「生活困窮者自立支援事業」
　移送サービスについて
◆社協賛助会員を募集
　善意銀行　　
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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。
1月26日～3月29日まで

（株）栄　交野ガスリビングさんから
川柳・交差点さんから
（株）栄　交野ガスリビングさんから　
森兼　計二さんから
川柳・交差点さんから
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから　
（株）栄　交野ガスリビングさんから

1月26日 
2月17日 
25日

3月11日
17日
24日
29日

も く じ

友愛コミュニケーション事業
～コロナ禍でもつながりを絶やさないための取り組み～

校区福祉委員会の取り組み紹介

　当校区では、食事会・落語・音楽などを楽しみなが
ら、仲間づくりをすすめる「ふれあいサロン」や、子
育てに関する相談や情報交換などを通して、子育てを
楽しみながら仲間づくりを行う「子育てサロン」を中
心に、交野小学校児童と一緒にお米作りや地域清掃活
動を行うなど、地域で助けあい支えあうふれあいのま
ちづくりを進めるための諸活動を行っています。
　昨年度は、多くの事業が中止を余儀なくされました
が、電話・訪問等による声かけ・見守り活動をすると
ともに、コロナ禍に負けない「新しい生活様式」チラ
シや「脳トレにチャレンジ」などを提供し感謝される
など、コロナ禍におい
て出来る活動を行って
います。

交野小学校区福祉委員会

　コロナ禍で予定していた事業が中止せざるを得ない状
況下でも、毎月第２・第４水曜日の登校時に子ども達へ
の見守りあいさつ運動は実施しました。子どもからたく
さん元気をもらいました。また緊急事態宣言の発令中以
外は、家に閉じこもりがちな高齢者向けのサロンとし
て、フレイル予防（介護予防のための食べ物と体操）の
出前講座を行いました。また専門家による「転倒と予
防」をテーマに、高齢者が骨折し要介護とならないため
の足腰の鍛え方を学びました。そして、一人暮らしの高
齢者の方には電話で安否確認をさせていただき、お元気
な声を聞くことができ安心しました。

妙見坂小学校区福祉委員会

第4回（最終回）

6,800円
100,000円
6,800円

プレクストーク
20,000円
2,500円
6,800円

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。

　誰でも気軽に参加でき、ボランティアに関して、「知る、学ぶ、交流す
る」サロンを開催しています。
　5月は、レクリエーションを届けるボランティアとして、おもちゃづくり
やニュースポーツ・演芸「玉手箱」，車いすダンス「ひまわり」の活動見学・
体験があります。男性メンバーも活躍されていますので、ぜひご参加く
ださい。

　学校・会社・家以外での居場所（サー
ドプレイス）で不就労・不登校やひきこ
もりの人たちが、人と関わる関わらない
に関係なく、気軽に集まり過ごせる場です。

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

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
日常的に車を運転している人

活動要件

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

と　き
ところ
対　象
定　員 参加費
申し込み

社会的なつながりを求める人、自立意欲のある人、またはその家族。
（例）ひきこもり状態で、他者との関わりを持つ機会がない。

ひきこもりがちで社会的なつながりを持ちたいが難しい。
木曜日（月１回・開催週は変わります）午後１時～３時
交野市ボランティアセンター 2階
交野市社会福祉協議会　☎ 072-895-1185　　　　　　　𠮷田・天場

実施日時・場所

問い合わせ 担　当

運転ボランティアに関する
事前説明会を開催します！

ボランティア
サロン

ボランティア
サロン

いろいろな
おもちゃづくりが
楽しめます

☎ 072-895-1185
 072-895-1192

①7月14日（水） 午後  3時～  4時
②7月20日（火） 午前10時～11時　
※どちらか１日参加してください。

※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。

担
　当

舟山
ふなやま

浦上
うらかみ

※ご利用には事前の面接相談が必要です。

FAX

FAX

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 事業内容 金　額

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、歳末たすけ
あい運動でみなさんからよせられた募金を原資とした配分が、
2月26日の交野地区募金会理事会において決定されました。

あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和3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

社　会　福　祉　協　議　会　受　領　分　配　分　内　訳

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和3年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,551,000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。

ありがとう
ございました！！

◆社会福祉協議会  会長就任あいさつ
　新入職員紹介
◆友愛コミュニケーション事業の活動報告
◆令和3年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和3年度 事業計画及び予算
◆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プアップ講座／交野市社会資源マップ
◆保健だより　生活習慣の改善で認知症を防ごう
◆移送サービス運転ボランティアさん大募集!!
　かたの×サードプレイス
　ボランティアサロン
◆共同募金ありがとうございました!!
　善意銀行
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よしだ てんば

無料
交野市ボランティアセンター　
☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

5月24日（月）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階・2階
市内周辺在住・在勤・在学者
15人（事前申込制）

寺区 地域住民による環境整備清掃活動 芝刈り機、刈払機、チェーンソー、バキューム 250,000

郡津区 地域福祉事業 軽量折りたたみテーブル、軽量座卓

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区積極的広報活動事業 地域掲示板の購入

250,000

250,000

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星田行政区 スポットクーラー4台、折りたたみベッド6台 250,000

戦没学徒記念
若人の広場公園研修ツアー交野市遺族会 研修交通費 100,000

交野市星友クラブ連合会 創立60周年記念誌の発刊 100,000

避難所への室内用点字ブロック
設置に向けての研修

部屋代、点字ブロック、
消耗品（養生テープ・消毒液）

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

交野市視覚障害者福祉会 100,000

郡津区同友会 清掃・あいさつ活動 保険料 30,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業､保険料 1,300,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等 620,000
災害対策事業 防災備品購入費 50,000
広報活動事業 社協だより印刷費用及びホームページ管理費用 1,152,000

6,551,000

広報、議会だより、社協だよりの音訳、
対面読書・希望図書の音訳

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」 講師謝礼 100,000

アルファ米（個食タイプ・炊き出しタイプ）、
ケイスタンド、プラスチック手袋、ウイルス除菌剤幾野連合自治会 防災事業 250,000

松塚地区 松塚区民祭り 250,000
わた菓子機、機材レンタル（玉入れ台、音響、
グリドル、テーブル）、事務消耗品（コピー用紙、
インクカートリッジ）、保険料

私市区 テント 250,000
地域組織
私市こども会、私市青少年指導委員会
交野市消防団　私市分団

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000
機材借り上げ料（音響、テント、やぐら、ＬＰガ
ス等）、物品・材料等購入費（ワンタッチテント、
コードリール等）、食材等購入費、消耗品費等

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。

生活困窮者自立支援事業
資金貸付事業

日常生活自立支援事業
赤い羽根共同募金

　「困った！」「どうしたらいいの？」という悩みに、親身
にかつ冷静に、時に明るく寄り添いたいと思っています。
よろしくお願いします。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、地域の活動は中止や縮小を余儀な
くされました。このような状況でも、地域住民が孤独や不安を感じることなく、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくことができるように、見守りや安否確認を行う活動を“友愛コミュニケーション事業”と
名付け実施してきました。
　前号に引き続き、校区福祉委員会が地域の特性に合わせて行う見守り・安否確認の様子を紹介します。
　第４回は、交野・妙見坂小学校区福祉委員会です。
　取り組み紹介は最終回となりますが、今後も地域の見守り活動は続けていきます。
※対象者の選定基準は地域によって異なります。

　慣れないことも多いですが、「相談して良かった」と思っ
ていただけるように、笑顔で丁寧な対応を心掛けてまい
ります。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな映画

趣　　味

好きな映画

スキー、サイクリング
『ショーシャンクの空に』
（スティーブン・キング原作）

ジャズベース
『男はつらいよ』
（全シリーズ３回制覇）

小野田　和
か ずお の だ

上殿　詩美
う え ど の う た み

会長就任あいさつ社会福祉協議会

　コロナ禍において、私たちを取り巻く環境は大きく様変わりしました。今まで当たり前にできていた活動
が実施できなくなる中、昨年4月に友愛コミュニケーション事業を立ち上げました。
　「自粛生活で体力が落ちてるんか、ゴミ出しが大変らしいねん！」「サロンが無いから顔は見てないんやけど、
デイサービスの車はよく来てるで～」など、校区福祉委員会の細やかな気づきを社会福祉協議会で集約し、
地域包括支援センターと連携をしながら対応を行ってきました。
　校区福祉委員会では、これからも創意工夫を凝らしながら活動を進めていきます。地域福祉を共に支えて
くれる仲間も随時募集をしていますので、校区福祉委員会活動に関心のある人は社会福祉協議会へご連絡く
ださい。

１年間の集計（延べ回数・延べ人数）

新入職員紹介

　誕生月には、それぞれの
　生まれた年の主な出来事を
　まとめてお渡ししたところ、
　　大変喜ばれました！

　健康寿命を
　延ばして元気に
　過ごしましょう

音楽に合わせて
一緒に楽しみましょう

感染症対策を
実施しながら
運行中です

月1回
開催中

友愛コミュニケーション事業を振り返って

対　象　者

サードプレイス
とは？

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

　このたび、3月24日に開催されました理事会において、社会福祉協議会会長に選
定していただきました前波艶子でございます。
　皆様ご存じのように、近年、地域を取り巻く福祉問題として、少子高齢化、引きこ
もり、貧困等がよく言われております。それらの問題から起因する新たな地域課題に
対して、社協が果たす役割は益々重要になってきていると認識しております。
　社会福祉協議会といたしましては、複雑多様化している課題に対応すべく、令和3
年度に策定いたします第4期交野市地域福祉活動計画に基づき、地域の中で相互に
支えあえる仕組みづくりや、包括的に対応する総合相談体制の充実や包括ケアシス
テム構築の更なる推進に向けて、地域住民の皆様、そして福祉関係団体、行政の皆様などのご協力をいただ
きながら、相互に連携を図り、社会福祉協議会の責務を果たしてまいります。
　今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

前波 艶子
ま え ば つ や こ

交野市社会福祉協議会　会長

電話 訪問
チラシ・はがき
・校区だより 
など

メール・
LINE など その他 合計 協力員

1,328件 5,442件 60,056件 165件 2,025件 69,016件 856人
（4月 5日時点で報告を受けている数）
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権利擁護セミナー開催

認知症を防ぐための生活習慣のポイント

年に1回は健診を受けて生活習慣病に注意しよう

コロナ禍だからこそ生活習慣の見直しが大切です
　加齢や病気などが原因となり、認知症は誰もがかかるおそれがあります。ただし、
生活習慣を変えることで予防したり、症状を軽く抑えたりすることができる可能性
のある病気です。

FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

「認知症サポーターステップアップ講座」を開催します
　認知症サポーターステップアップ講座は、地域で活動できる認知症サポーター上級者を育成
することを目的としており、従来の認知症サポーターからステップアップするための講座です。
認知症について理解を深め、認知症の人や介護者家族の支援活動を一緒にしませんか？

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

予算内訳
歳入 　299,364千円 歳出 　299,364千円

令和3年度

基 本 方 針

重点的な取り組み

※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（△9,155千円）については、前期末支払資金残高
（54,202千円）から措置します。

受託金収入 216,200 72.2

経常経費補助金収入 33,528 11.2

介護保険事業収入 24,797 8.3

事業収入 12,836 4.3

会費収入 5,580 1.8

サービス区分間繰入金収入 4,473 1.5

その他の収入 1,183 0.4

寄附金収入 636 0.2

受取利息配当金収入 131 0.1

世代間交流センター受託事業 70,548 23.6
地域包括支援センター運営事業 62,160 20.8
法人運営事業 45,133 15.1
小地域ネットワーク活動推進事業 26,695 8.9
生活困窮者自立支援事業 24,918 8.3
介護予防支援事業 24,797 8.3
緊急通報システム事業 11,215 3.8
福祉サービス利用援助事業 9,081 3.0
ボランティア活動推進事業 6,972 2.3
認知症総合支援事業 6,878 2.3
共同募金配分事業 6,551 2.2
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,833 2.0
生活支援コーディネーター設置事業 4,476 1.5
その他の事業　　　※① 3,262  1.0
当期資金収支差額　※② △9,155 △3.1

●3月29日に開催された理事会・評議員会で、令和3年度事業計画及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。

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス

について
【と 　 き】　5月26日（水）

午後2時00分～ 4時00分
（受付開始　午後1時30分～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 さん

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 3階
展示活用室

ふじもと しゅうこ

※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

　高血糖や高血圧などの持病がある人は、主治医と連携して、きちんとコントロールするこ
とが、認知症の予防にもつながります。
　そのためには、毎年健診を受けて、異常を早めに発見することが大切です。

適度な運動を
習慣にする

栄養バランスの
良い食事をとる

　適度な運動は血流をよくし、
脳の機能を高めて認知症を予防
します。

体重を
毎日はかろう
　働き盛りの頃は、肥満に注意
し、高齢期には体重の減少に注
意しましょう。

　主食、主菜、副菜がそろった
食事を意識すると栄養バランスが
とれます。高齢期にはとくにたん
ぱく質を意識してとりましょう。

飲み過ぎに
注意しよう 禁煙をしよう
　アルコールを大量に飲み続け
ると、脳が委縮したり、脳卒中
を引き起こしたりして認知症を
招きやすくします。

人との交流を
大切にしよう
　閉じこもりがちの人は、認知
機能をはじめ、さまざまな心身
の機能が衰えることがわかって
います。外出しにくいときは、電
話などで、人と
の交流を大切
にしましょう。

　WHO（世界保健機関）によ
ると、喫煙者は非喫煙者よりも、
そして喫煙量が多いほど認知症
になりやすくなります。

【対 象 者】　市民・関心のある人
【定　　員】　先着50人
【費 　 用】　無料
【申し込み】　5月14日（金）までに要予約
【問い合わせ】　地域包括支援センター

☎072-893-6426　　072-895-1192FAX

身近なところで心配な方に気づいたときは

交野市地域包括支援センター ☎072-893-6426連絡先
ご相談
ください

認知症初期集中支援チームが地域包括支援センターにあります

認知症の方（疑いのある方）や、その家族に対して、専門職である
担当者が早期治療・早期対応に向けた支援を行います。

開設日
月～金曜日
午前9時～ 5時30分
祝日・年末年始を除く

地域包括支援センターコーナー
高齢者の皆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

交野市

交野市社会資源マップ
「あなたの身近な医療と介護の相談窓口」（令和3年度）
改訂版を作成しました。

　交野市における身近な医療と介護の相談窓口としてご活用いただける
よう、令和3年度版を作成しました。
　是非、ご活用いただければと思います。
　冊子は、地域包括支援センターの窓口にも置いております。

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

5
月
号
の
広
報
誌
に

折
り
込
み
し
て
い
ま
す
。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　任期満了に伴う役員改選を実施し、新たな体制のもとで、改正社会福祉法を遵守した適正な法人運営を行う
とともに、法人の安定した運営基盤を目的とした持続可能な財政運営に努め、かつ適正な会計処理を行います。

（2）第４期地域福祉活動計画の策定
　地域住民・関係団体・行政等からのご意見やお声を集約し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ、第４期地
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
　「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。新た
な社会資源や制度の検討などを目的とした地域ケースネットワーク会議へ参画し、分野を越えて横断的に連携
して取り組み、資源開発や制度提言へとつなげていくことを目指します。また、校区福祉委員会のアクションプ
ランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の方向性の見える化を図ります。

（4）生活困窮者自立支援及びひきこもり支援の充実
　生活困窮者自立支援事業における相談支援員とコミュニティソーシャルワーカーの連携を強化し、社会問題
として増加し、かつ長期的支援が求められるひきこもり支援の充実を図ります。

（5）「共生」と「予防」に重点を置いた認知症総合支援
　認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族
の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症総合支援事業を実施していきます。

　地域住民、関係機関・団体及び専門職等の多様な主体との連携により、適切な相談支援を行うとともに、誰もが役割
と生きがいを持つ地域づくりを進めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、第3期地域福祉活動計画の計画期間を1年延長し、今年度を改めて第
4期交野市地域福祉活動計画の策定年度と位置づけ、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、交野市地域福祉計画
との連携をより強固なものとしながら、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。

　任意後見制度や死後事務委任契約および
消費者被害に係る未然防止の基礎知識につ
いて一緒に学びませんか？

～生活習慣の改善で認知症を防ごう～
保 健 だ よ り

【と　　き】　6月16日（水）　午後1時30分～ 4時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
【対 象 者】　認知症サポーター養成講座を受講したことがあり、今後、認知症の人や介護者家族の支援活動に協力できる方
  
【定　　員】　50人　【費　　用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　

6月9日（水）までに交野市地域包括支援センター
（ゆうゆうセンター１階交野市社会福祉協議会内）
☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中

た なか

　3月より住民のみなさん、また事業所のみなさんにご協力いただきました。本当にありがとうご
ざいました。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月5日現在 総額 5,317,770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。よろしくお願いします。

令和3年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月5日現在 （単位：円）

4月5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 4,514,770円

地　　区

企業賛助会員会費額 803,000円

4月5日現在
総額 5,317,770円

64,300

137,100

138,000

41,856

149,330

482,292

168,100

574,000

561,000

277,550

101,800

130,050

10,000

52,492

1,200

512,100

117,900

202,800

145,300

242,950

140,700

98,350

165,600

青山

天野が原町

幾野

梅が枝

駅前住宅

私市

私市山手

私部

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）

「ありがとうございました」「ありがとうございました」

★10,000円
株式会社野村工務店
コモンシティ星田 
　ふれあいプラザ
有限会社北商
有限会社伸宏
有限会社中與
中　章
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
医療法人山添医院
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
大森税理士事務所
明石　惠實
小林診療所
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
株式会社オクノナマコン
中村建工
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
久保　幸子
竹山公認会計士事務所
協和電子部品株式会社　
幸福米穀株式会社

★5,000円
医療法人桜恵会
牧歯科医院
斉藤工務店株式会社
サンライズ星田
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
株式会社マゼミ
レスポワール星田
株式会社サンケン
木野整骨鍼灸院
学校法人高岡幼稚園
ぽっかぽか7丁目保育園
星田ゴルフセンター
清田医院
クレモト歯科小児歯科
山本整形外科
医療法人多々内科クリニック
和紀総合有限会社
株式会社吉信工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑
　かなでホール
株式会社上田建築工務店
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
株式会社かたの書房
宝田クリニック
田中製材有限会社
住まいの相談所株式会社サムズ

尼子医院
廣田　司
株式会社小綿商店
田和酒店
北口工業株式会社
うんの獣医科病院
星田交通株式会社
星の森
飯田寝装店
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
西岡　昭榮
株式会社しんキュービック
星田南病院
西本内科医院
藤の街クリニック
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
株式会社さくら
北陸工業株式会社
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）
カジタ薬局
ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
みのや塗料株式会社
居酒屋三昧　本日のおすすめ
　交野店
すこやか星田整骨院
いぬいでんき
フレスコ星田店
ラ・ヴィエイユ
ダスキン交野
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
株式会社ティー・アイ・コーポ
　レーション
西村貢畳商店
サイクルショップワキ
看護小規模多機能型居宅介護
　ケアタウン交野
デイサービス花ごころ
カタノ薬局
株式会社ビューティサロン　
　モリワキ
株式会社つくし
株式会社山添電機
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店

株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
山野酒造株式会社
サール・ナートかたの
料理処　魚三
原田牛乳店
交野市水道サービス株式会社
富士ホームサービス株式会社 
　交野支店
放課後デイサービス
　花ごころ
株式会社山満造園
イケモトベテリナリー
　クリニック
いぬい米穀店
橘電工株式会社
矢鍋商店
ふぁみりぃ交野
喫茶がんび
札埜呉服店
たなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
ニッコー
花栄
小菓医院
株式会社富尾工務店
寿美典福会
原歯科医院（倉治）
スウィートいずみ
株式会社中角物産
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
さつき美容室
住宅型有料老人ホーム
　フォーユー交野
丸助寿司
よしむら
オオキタ園芸
髙島　十美代
小林　勲二
Aコープ星田店
ＫＢＣデンキ星田店
おかの歯科クリニック
Ｋ美容室
よねだ鍼灸院
さつま寿し
星の郷　総合教室
有限会社コバシ産業
服部　敬司
ヘアーサロンピエール
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
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権利擁護セミナー開催

認知症を防ぐための生活習慣のポイント

年に1回は健診を受けて生活習慣病に注意しよう

コロナ禍だからこそ生活習慣の見直しが大切です
　加齢や病気などが原因となり、認知症は誰もがかかるおそれがあります。ただし、
生活習慣を変えることで予防したり、症状を軽く抑えたりすることができる可能性
のある病気です。

FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

「認知症サポーターステップアップ講座」を開催します
　認知症サポーターステップアップ講座は、地域で活動できる認知症サポーター上級者を育成
することを目的としており、従来の認知症サポーターからステップアップするための講座です。
認知症について理解を深め、認知症の人や介護者家族の支援活動を一緒にしませんか？

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

予算内訳
歳入 　299,364千円 歳出 　299,364千円

令和3年度

基 本 方 針

重点的な取り組み

※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（△9,155千円）については、前期末支払資金残高
（54,202千円）から措置します。

受託金収入 216,200 72.2

経常経費補助金収入 33,528 11.2

介護保険事業収入 24,797 8.3

事業収入 12,836 4.3

会費収入 5,580 1.8

サービス区分間繰入金収入 4,473 1.5

その他の収入 1,183 0.4

寄附金収入 636 0.2

受取利息配当金収入 131 0.1

世代間交流センター受託事業 70,548 23.6
地域包括支援センター運営事業 62,160 20.8
法人運営事業 45,133 15.1
小地域ネットワーク活動推進事業 26,695 8.9
生活困窮者自立支援事業 24,918 8.3
介護予防支援事業 24,797 8.3
緊急通報システム事業 11,215 3.8
福祉サービス利用援助事業 9,081 3.0
ボランティア活動推進事業 6,972 2.3
認知症総合支援事業 6,878 2.3
共同募金配分事業 6,551 2.2
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,833 2.0
生活支援コーディネーター設置事業 4,476 1.5
その他の事業　　　※① 3,262  1.0
当期資金収支差額　※② △9,155 △3.1

●3月29日に開催された理事会・評議員会で、令和3年度事業計画及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。

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス

について
【と 　 き】　5月26日（水）

午後2時00分～ 4時00分
（受付開始　午後1時30分～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 さん

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 3階
展示活用室

ふじもと しゅうこ

※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

　高血糖や高血圧などの持病がある人は、主治医と連携して、きちんとコントロールするこ
とが、認知症の予防にもつながります。
　そのためには、毎年健診を受けて、異常を早めに発見することが大切です。

適度な運動を
習慣にする

栄養バランスの
良い食事をとる

　適度な運動は血流をよくし、
脳の機能を高めて認知症を予防
します。

体重を
毎日はかろう
　働き盛りの頃は、肥満に注意
し、高齢期には体重の減少に注
意しましょう。

　主食、主菜、副菜がそろった
食事を意識すると栄養バランスが
とれます。高齢期にはとくにたん
ぱく質を意識してとりましょう。

飲み過ぎに
注意しよう 禁煙をしよう
　アルコールを大量に飲み続け
ると、脳が委縮したり、脳卒中
を引き起こしたりして認知症を
招きやすくします。

人との交流を
大切にしよう
　閉じこもりがちの人は、認知
機能をはじめ、さまざまな心身
の機能が衰えることがわかって
います。外出しにくいときは、電
話などで、人と
の交流を大切
にしましょう。

　WHO（世界保健機関）によ
ると、喫煙者は非喫煙者よりも、
そして喫煙量が多いほど認知症
になりやすくなります。

【対 象 者】　市民・関心のある人
【定　　員】　先着50人
【費 　 用】　無料
【申し込み】　5月14日（金）までに要予約
【問い合わせ】　地域包括支援センター

☎072-893-6426　　072-895-1192FAX

身近なところで心配な方に気づいたときは

交野市地域包括支援センター ☎072-893-6426連絡先
ご相談
ください

認知症初期集中支援チームが地域包括支援センターにあります

認知症の方（疑いのある方）や、その家族に対して、専門職である
担当者が早期治療・早期対応に向けた支援を行います。

開設日
月～金曜日
午前9時～ 5時30分
祝日・年末年始を除く

地域包括支援センターコーナー
高齢者の皆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

交野市

交野市社会資源マップ
「あなたの身近な医療と介護の相談窓口」（令和3年度）
改訂版を作成しました。

　交野市における身近な医療と介護の相談窓口としてご活用いただける
よう、令和3年度版を作成しました。
　是非、ご活用いただければと思います。
　冊子は、地域包括支援センターの窓口にも置いております。

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

5
月
号
の
広
報
誌
に

折
り
込
み
し
て
い
ま
す
。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　任期満了に伴う役員改選を実施し、新たな体制のもとで、改正社会福祉法を遵守した適正な法人運営を行う
とともに、法人の安定した運営基盤を目的とした持続可能な財政運営に努め、かつ適正な会計処理を行います。

（2）第４期地域福祉活動計画の策定
　地域住民・関係団体・行政等からのご意見やお声を集約し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ、第４期地
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
　「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。新た
な社会資源や制度の検討などを目的とした地域ケースネットワーク会議へ参画し、分野を越えて横断的に連携
して取り組み、資源開発や制度提言へとつなげていくことを目指します。また、校区福祉委員会のアクションプ
ランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の方向性の見える化を図ります。

（4）生活困窮者自立支援及びひきこもり支援の充実
　生活困窮者自立支援事業における相談支援員とコミュニティソーシャルワーカーの連携を強化し、社会問題
として増加し、かつ長期的支援が求められるひきこもり支援の充実を図ります。

（5）「共生」と「予防」に重点を置いた認知症総合支援
　認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族
の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症総合支援事業を実施していきます。

　地域住民、関係機関・団体及び専門職等の多様な主体との連携により、適切な相談支援を行うとともに、誰もが役割
と生きがいを持つ地域づくりを進めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、第3期地域福祉活動計画の計画期間を1年延長し、今年度を改めて第
4期交野市地域福祉活動計画の策定年度と位置づけ、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、交野市地域福祉計画
との連携をより強固なものとしながら、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。

　任意後見制度や死後事務委任契約および
消費者被害に係る未然防止の基礎知識につ
いて一緒に学びませんか？

～生活習慣の改善で認知症を防ごう～
保 健 だ よ り

【と　　き】　6月16日（水）　午後1時30分～ 4時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
【対 象 者】　認知症サポーター養成講座を受講したことがあり、今後、認知症の人や介護者家族の支援活動に協力できる方
  
【定　　員】　50人　【費　　用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　

6月9日（水）までに交野市地域包括支援センター
（ゆうゆうセンター１階交野市社会福祉協議会内）
☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中

た なか

　3月より住民のみなさん、また事業所のみなさんにご協力いただきました。本当にありがとうご
ざいました。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月5日現在 総額 5,317,770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。よろしくお願いします。

令和3年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月5日現在 （単位：円）

4月5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 4,514,770円

地　　区

企業賛助会員会費額 803,000円

4月5日現在
総額 5,317,770円

64,300

137,100

138,000

41,856

149,330

482,292

168,100

574,000

561,000

277,550

101,800

130,050

10,000

52,492

1,200

512,100

117,900

202,800

145,300

242,950

140,700

98,350

165,600

青山

天野が原町

幾野

梅が枝

駅前住宅

私市

私市山手

私部

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）

「ありがとうございました」「ありがとうございました」

★10,000円
株式会社野村工務店
コモンシティ星田 
　ふれあいプラザ
有限会社北商
有限会社伸宏
有限会社中與
中　章
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
医療法人山添医院
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
大森税理士事務所
明石　惠實
小林診療所
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
株式会社オクノナマコン
中村建工
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
久保　幸子
竹山公認会計士事務所
協和電子部品株式会社　
幸福米穀株式会社

★5,000円
医療法人桜恵会
牧歯科医院
斉藤工務店株式会社
サンライズ星田
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
株式会社マゼミ
レスポワール星田
株式会社サンケン
木野整骨鍼灸院
学校法人高岡幼稚園
ぽっかぽか7丁目保育園
星田ゴルフセンター
清田医院
クレモト歯科小児歯科
山本整形外科
医療法人多々内科クリニック
和紀総合有限会社
株式会社吉信工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑
　かなでホール
株式会社上田建築工務店
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
株式会社かたの書房
宝田クリニック
田中製材有限会社
住まいの相談所株式会社サムズ

尼子医院
廣田　司
株式会社小綿商店
田和酒店
北口工業株式会社
うんの獣医科病院
星田交通株式会社
星の森
飯田寝装店
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
西岡　昭榮
株式会社しんキュービック
星田南病院
西本内科医院
藤の街クリニック
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
株式会社さくら
北陸工業株式会社
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）
カジタ薬局
ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
みのや塗料株式会社
居酒屋三昧　本日のおすすめ
　交野店
すこやか星田整骨院
いぬいでんき
フレスコ星田店
ラ・ヴィエイユ
ダスキン交野
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
株式会社ティー・アイ・コーポ
　レーション
西村貢畳商店
サイクルショップワキ
看護小規模多機能型居宅介護
　ケアタウン交野
デイサービス花ごころ
カタノ薬局
株式会社ビューティサロン　
　モリワキ
株式会社つくし
株式会社山添電機
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店

株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
山野酒造株式会社
サール・ナートかたの
料理処　魚三
原田牛乳店
交野市水道サービス株式会社
富士ホームサービス株式会社 
　交野支店
放課後デイサービス
　花ごころ
株式会社山満造園
イケモトベテリナリー
　クリニック
いぬい米穀店
橘電工株式会社
矢鍋商店
ふぁみりぃ交野
喫茶がんび
札埜呉服店
たなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
ニッコー
花栄
小菓医院
株式会社富尾工務店
寿美典福会
原歯科医院（倉治）
スウィートいずみ
株式会社中角物産
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
さつき美容室
住宅型有料老人ホーム
　フォーユー交野
丸助寿司
よしむら
オオキタ園芸
髙島　十美代
小林　勲二
Aコープ星田店
ＫＢＣデンキ星田店
おかの歯科クリニック
Ｋ美容室
よねだ鍼灸院
さつま寿し
星の郷　総合教室
有限会社コバシ産業
服部　敬司
ヘアーサロンピエール
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
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権利擁護セミナー開催

認知症を防ぐための生活習慣のポイント

年に1回は健診を受けて生活習慣病に注意しよう

コロナ禍だからこそ生活習慣の見直しが大切です
　加齢や病気などが原因となり、認知症は誰もがかかるおそれがあります。ただし、
生活習慣を変えることで予防したり、症状を軽く抑えたりすることができる可能性
のある病気です。

FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

「認知症サポーターステップアップ講座」を開催します
　認知症サポーターステップアップ講座は、地域で活動できる認知症サポーター上級者を育成
することを目的としており、従来の認知症サポーターからステップアップするための講座です。
認知症について理解を深め、認知症の人や介護者家族の支援活動を一緒にしませんか？

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

予算内訳
歳入 　299,364千円 歳出 　299,364千円

令和3年度

基 本 方 針

重点的な取り組み

※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（△9,155千円）については、前期末支払資金残高
（54,202千円）から措置します。

受託金収入 216,200 72.2

経常経費補助金収入 33,528 11.2

介護保険事業収入 24,797 8.3

事業収入 12,836 4.3

会費収入 5,580 1.8

サービス区分間繰入金収入 4,473 1.5

その他の収入 1,183 0.4

寄附金収入 636 0.2

受取利息配当金収入 131 0.1

世代間交流センター受託事業 70,548 23.6
地域包括支援センター運営事業 62,160 20.8
法人運営事業 45,133 15.1
小地域ネットワーク活動推進事業 26,695 8.9
生活困窮者自立支援事業 24,918 8.3
介護予防支援事業 24,797 8.3
緊急通報システム事業 11,215 3.8
福祉サービス利用援助事業 9,081 3.0
ボランティア活動推進事業 6,972 2.3
認知症総合支援事業 6,878 2.3
共同募金配分事業 6,551 2.2
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,833 2.0
生活支援コーディネーター設置事業 4,476 1.5
その他の事業　　　※① 3,262  1.0
当期資金収支差額　※② △9,155 △3.1

●3月29日に開催された理事会・評議員会で、令和3年度事業計画及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。

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス

について
【と 　 き】　5月26日（水）

午後2時00分～ 4時00分
（受付開始　午後1時30分～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 さん

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 3階
展示活用室

ふじもと しゅうこ

※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

　高血糖や高血圧などの持病がある人は、主治医と連携して、きちんとコントロールするこ
とが、認知症の予防にもつながります。
　そのためには、毎年健診を受けて、異常を早めに発見することが大切です。

適度な運動を
習慣にする

栄養バランスの
良い食事をとる

　適度な運動は血流をよくし、
脳の機能を高めて認知症を予防
します。

体重を
毎日はかろう
　働き盛りの頃は、肥満に注意
し、高齢期には体重の減少に注
意しましょう。

　主食、主菜、副菜がそろった
食事を意識すると栄養バランスが
とれます。高齢期にはとくにたん
ぱく質を意識してとりましょう。

飲み過ぎに
注意しよう 禁煙をしよう
　アルコールを大量に飲み続け
ると、脳が委縮したり、脳卒中
を引き起こしたりして認知症を
招きやすくします。

人との交流を
大切にしよう
　閉じこもりがちの人は、認知
機能をはじめ、さまざまな心身
の機能が衰えることがわかって
います。外出しにくいときは、電
話などで、人と
の交流を大切
にしましょう。

　WHO（世界保健機関）によ
ると、喫煙者は非喫煙者よりも、
そして喫煙量が多いほど認知症
になりやすくなります。

【対 象 者】　市民・関心のある人
【定　　員】　先着50人
【費 　 用】　無料
【申し込み】　5月14日（金）までに要予約
【問い合わせ】　地域包括支援センター

☎072-893-6426　　072-895-1192FAX

身近なところで心配な方に気づいたときは

交野市地域包括支援センター ☎072-893-6426連絡先
ご相談
ください

認知症初期集中支援チームが地域包括支援センターにあります

認知症の方（疑いのある方）や、その家族に対して、専門職である
担当者が早期治療・早期対応に向けた支援を行います。

開設日
月～金曜日
午前9時～ 5時30分
祝日・年末年始を除く

地域包括支援センターコーナー
高齢者の皆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

交野市

交野市社会資源マップ
「あなたの身近な医療と介護の相談窓口」（令和3年度）
改訂版を作成しました。

　交野市における身近な医療と介護の相談窓口としてご活用いただける
よう、令和3年度版を作成しました。
　是非、ご活用いただければと思います。
　冊子は、地域包括支援センターの窓口にも置いております。

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

5
月
号
の
広
報
誌
に

折
り
込
み
し
て
い
ま
す
。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　任期満了に伴う役員改選を実施し、新たな体制のもとで、改正社会福祉法を遵守した適正な法人運営を行う
とともに、法人の安定した運営基盤を目的とした持続可能な財政運営に努め、かつ適正な会計処理を行います。

（2）第４期地域福祉活動計画の策定
　地域住民・関係団体・行政等からのご意見やお声を集約し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ、第４期地
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
　「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。新た
な社会資源や制度の検討などを目的とした地域ケースネットワーク会議へ参画し、分野を越えて横断的に連携
して取り組み、資源開発や制度提言へとつなげていくことを目指します。また、校区福祉委員会のアクションプ
ランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の方向性の見える化を図ります。

（4）生活困窮者自立支援及びひきこもり支援の充実
　生活困窮者自立支援事業における相談支援員とコミュニティソーシャルワーカーの連携を強化し、社会問題
として増加し、かつ長期的支援が求められるひきこもり支援の充実を図ります。

（5）「共生」と「予防」に重点を置いた認知症総合支援
　認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族
の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症総合支援事業を実施していきます。

　地域住民、関係機関・団体及び専門職等の多様な主体との連携により、適切な相談支援を行うとともに、誰もが役割
と生きがいを持つ地域づくりを進めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、第3期地域福祉活動計画の計画期間を1年延長し、今年度を改めて第
4期交野市地域福祉活動計画の策定年度と位置づけ、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、交野市地域福祉計画
との連携をより強固なものとしながら、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。

　任意後見制度や死後事務委任契約および
消費者被害に係る未然防止の基礎知識につ
いて一緒に学びませんか？

～生活習慣の改善で認知症を防ごう～
保 健 だ よ り

【と　　き】　6月16日（水）　午後1時30分～ 4時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
【対 象 者】　認知症サポーター養成講座を受講したことがあり、今後、認知症の人や介護者家族の支援活動に協力できる方
  
【定　　員】　50人　【費　　用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　

6月9日（水）までに交野市地域包括支援センター
（ゆうゆうセンター１階交野市社会福祉協議会内）
☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中

た なか

　3月より住民のみなさん、また事業所のみなさんにご協力いただきました。本当にありがとうご
ざいました。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月5日現在 総額 5,317,770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。よろしくお願いします。

令和3年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月5日現在 （単位：円）

4月5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 4,514,770円

地　　区

企業賛助会員会費額 803,000円

4月5日現在
総額 5,317,770円

64,300

137,100

138,000

41,856

149,330

482,292

168,100

574,000

561,000

277,550

101,800

130,050

10,000

52,492

1,200

512,100

117,900

202,800

145,300

242,950

140,700

98,350

165,600

青山

天野が原町

幾野

梅が枝

駅前住宅

私市

私市山手

私部

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）

「ありがとうございました」「ありがとうございました」

★10,000円
株式会社野村工務店
コモンシティ星田 
　ふれあいプラザ
有限会社北商
有限会社伸宏
有限会社中與
中　章
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
医療法人山添医院
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
大森税理士事務所
明石　惠實
小林診療所
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
株式会社オクノナマコン
中村建工
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
久保　幸子
竹山公認会計士事務所
協和電子部品株式会社　
幸福米穀株式会社

★5,000円
医療法人桜恵会
牧歯科医院
斉藤工務店株式会社
サンライズ星田
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
株式会社マゼミ
レスポワール星田
株式会社サンケン
木野整骨鍼灸院
学校法人高岡幼稚園
ぽっかぽか7丁目保育園
星田ゴルフセンター
清田医院
クレモト歯科小児歯科
山本整形外科
医療法人多々内科クリニック
和紀総合有限会社
株式会社吉信工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑
　かなでホール
株式会社上田建築工務店
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
株式会社かたの書房
宝田クリニック
田中製材有限会社
住まいの相談所株式会社サムズ

尼子医院
廣田　司
株式会社小綿商店
田和酒店
北口工業株式会社
うんの獣医科病院
星田交通株式会社
星の森
飯田寝装店
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
西岡　昭榮
株式会社しんキュービック
星田南病院
西本内科医院
藤の街クリニック
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
株式会社さくら
北陸工業株式会社
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）
カジタ薬局
ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
みのや塗料株式会社
居酒屋三昧　本日のおすすめ
　交野店
すこやか星田整骨院
いぬいでんき
フレスコ星田店
ラ・ヴィエイユ
ダスキン交野
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
株式会社ティー・アイ・コーポ
　レーション
西村貢畳商店
サイクルショップワキ
看護小規模多機能型居宅介護
　ケアタウン交野
デイサービス花ごころ
カタノ薬局
株式会社ビューティサロン　
　モリワキ
株式会社つくし
株式会社山添電機
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店

株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
山野酒造株式会社
サール・ナートかたの
料理処　魚三
原田牛乳店
交野市水道サービス株式会社
富士ホームサービス株式会社 
　交野支店
放課後デイサービス
　花ごころ
株式会社山満造園
イケモトベテリナリー
　クリニック
いぬい米穀店
橘電工株式会社
矢鍋商店
ふぁみりぃ交野
喫茶がんび
札埜呉服店
たなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
ニッコー
花栄
小菓医院
株式会社富尾工務店
寿美典福会
原歯科医院（倉治）
スウィートいずみ
株式会社中角物産
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
さつき美容室
住宅型有料老人ホーム
　フォーユー交野
丸助寿司
よしむら
オオキタ園芸
髙島　十美代
小林　勲二
Aコープ星田店
ＫＢＣデンキ星田店
おかの歯科クリニック
Ｋ美容室
よねだ鍼灸院
さつま寿し
星の郷　総合教室
有限会社コバシ産業
服部　敬司
ヘアーサロンピエール
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
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権利擁護セミナー開催

認知症を防ぐための生活習慣のポイント

年に1回は健診を受けて生活習慣病に注意しよう

コロナ禍だからこそ生活習慣の見直しが大切です
　加齢や病気などが原因となり、認知症は誰もがかかるおそれがあります。ただし、
生活習慣を変えることで予防したり、症状を軽く抑えたりすることができる可能性
のある病気です。

FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

「認知症サポーターステップアップ講座」を開催します
　認知症サポーターステップアップ講座は、地域で活動できる認知症サポーター上級者を育成
することを目的としており、従来の認知症サポーターからステップアップするための講座です。
認知症について理解を深め、認知症の人や介護者家族の支援活動を一緒にしませんか？

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 299,364    100

予算内訳
歳入 　299,364千円 歳出 　299,364千円

令和3年度

基 本 方 針

重点的な取り組み

※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（△9,155千円）については、前期末支払資金残高
（54,202千円）から措置します。

受託金収入 216,200 72.2

経常経費補助金収入 33,528 11.2

介護保険事業収入 24,797 8.3

事業収入 12,836 4.3

会費収入 5,580 1.8

サービス区分間繰入金収入 4,473 1.5

その他の収入 1,183 0.4

寄附金収入 636 0.2

受取利息配当金収入 131 0.1

世代間交流センター受託事業 70,548 23.6
地域包括支援センター運営事業 62,160 20.8
法人運営事業 45,133 15.1
小地域ネットワーク活動推進事業 26,695 8.9
生活困窮者自立支援事業 24,918 8.3
介護予防支援事業 24,797 8.3
緊急通報システム事業 11,215 3.8
福祉サービス利用援助事業 9,081 3.0
ボランティア活動推進事業 6,972 2.3
認知症総合支援事業 6,878 2.3
共同募金配分事業 6,551 2.2
コミュニティソーシャルワーカー事業 5,833 2.0
生活支援コーディネーター設置事業 4,476 1.5
その他の事業　　　※① 3,262  1.0
当期資金収支差額　※② △9,155 △3.1

●3月29日に開催された理事会・評議員会で、令和3年度事業計画及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。

みんなで知ろう、
高齢者サポートサービス

について
【と 　 き】　5月26日（水）

午後2時00分～ 4時00分
（受付開始　午後1時30分～）

【講 　 師】　ふじもと司法書士行政書士事務所
代表　藤本　就子 さん

【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 3階
展示活用室

ふじもと しゅうこ

※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

　高血糖や高血圧などの持病がある人は、主治医と連携して、きちんとコントロールするこ
とが、認知症の予防にもつながります。
　そのためには、毎年健診を受けて、異常を早めに発見することが大切です。

適度な運動を
習慣にする

栄養バランスの
良い食事をとる

　適度な運動は血流をよくし、
脳の機能を高めて認知症を予防
します。

体重を
毎日はかろう
　働き盛りの頃は、肥満に注意
し、高齢期には体重の減少に注
意しましょう。

　主食、主菜、副菜がそろった
食事を意識すると栄養バランスが
とれます。高齢期にはとくにたん
ぱく質を意識してとりましょう。

飲み過ぎに
注意しよう 禁煙をしよう
　アルコールを大量に飲み続け
ると、脳が委縮したり、脳卒中
を引き起こしたりして認知症を
招きやすくします。

人との交流を
大切にしよう
　閉じこもりがちの人は、認知
機能をはじめ、さまざまな心身
の機能が衰えることがわかって
います。外出しにくいときは、電
話などで、人と
の交流を大切
にしましょう。

　WHO（世界保健機関）によ
ると、喫煙者は非喫煙者よりも、
そして喫煙量が多いほど認知症
になりやすくなります。

【対 象 者】　市民・関心のある人
【定　　員】　先着50人
【費 　 用】　無料
【申し込み】　5月14日（金）までに要予約
【問い合わせ】　地域包括支援センター

☎072-893-6426　　072-895-1192FAX

身近なところで心配な方に気づいたときは

交野市地域包括支援センター ☎072-893-6426連絡先
ご相談
ください

認知症初期集中支援チームが地域包括支援センターにあります

認知症の方（疑いのある方）や、その家族に対して、専門職である
担当者が早期治療・早期対応に向けた支援を行います。

開設日
月～金曜日
午前9時～ 5時30分
祝日・年末年始を除く

地域包括支援センターコーナー
高齢者の皆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

交野市

交野市社会資源マップ
「あなたの身近な医療と介護の相談窓口」（令和3年度）
改訂版を作成しました。

　交野市における身近な医療と介護の相談窓口としてご活用いただける
よう、令和3年度版を作成しました。
　是非、ご活用いただければと思います。
　冊子は、地域包括支援センターの窓口にも置いております。

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

5
月
号
の
広
報
誌
に

折
り
込
み
し
て
い
ま
す
。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　任期満了に伴う役員改選を実施し、新たな体制のもとで、改正社会福祉法を遵守した適正な法人運営を行う
とともに、法人の安定した運営基盤を目的とした持続可能な財政運営に努め、かつ適正な会計処理を行います。

（2）第４期地域福祉活動計画の策定
　地域住民・関係団体・行政等からのご意見やお声を集約し、「交野市地域福祉計画」と連携のうえ、第４期地
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
　「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。新た
な社会資源や制度の検討などを目的とした地域ケースネットワーク会議へ参画し、分野を越えて横断的に連携
して取り組み、資源開発や制度提言へとつなげていくことを目指します。また、校区福祉委員会のアクションプ
ランの見直しを行い、校区福祉委員会活動の方向性の見える化を図ります。

（4）生活困窮者自立支援及びひきこもり支援の充実
　生活困窮者自立支援事業における相談支援員とコミュニティソーシャルワーカーの連携を強化し、社会問題
として増加し、かつ長期的支援が求められるひきこもり支援の充実を図ります。

（5）「共生」と「予防」に重点を置いた認知症総合支援
　認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望を持って日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族
の視点を重視しながら、「共生」と「予防」を車の両輪とした認知症総合支援事業を実施していきます。

　地域住民、関係機関・団体及び専門職等の多様な主体との連携により、適切な相談支援を行うとともに、誰もが役割
と生きがいを持つ地域づくりを進めてまいります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、第3期地域福祉活動計画の計画期間を1年延長し、今年度を改めて第
4期交野市地域福祉活動計画の策定年度と位置づけ、これまでの活動のとりまとめと評価を行い、交野市地域福祉計画
との連携をより強固なものとしながら、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。

　任意後見制度や死後事務委任契約および
消費者被害に係る未然防止の基礎知識につ
いて一緒に学びませんか？

～生活習慣の改善で認知症を防ごう～
保 健 だ よ り

【と　　き】　6月16日（水）　午後1時30分～ 4時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】　ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
【対 象 者】　認知症サポーター養成講座を受講したことがあり、今後、認知症の人や介護者家族の支援活動に協力できる方
  
【定　　員】　50人　【費　　用】　無料
【申し込み・問い合わせ】　

6月9日（水）までに交野市地域包括支援センター
（ゆうゆうセンター１階交野市社会福祉協議会内）
☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中

た なか

　3月より住民のみなさん、また事業所のみなさんにご協力いただきました。本当にありがとうご
ざいました。
　みなさんからいただいた会費の総額は、4月5日現在 総額 5,317,770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。よろしくお願いします。

令和3年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月5日現在 （単位：円）

4月5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 4,514,770円

地　　区

企業賛助会員会費額 803,000円

4月5日現在
総額 5,317,770円

64,300

137,100

138,000

41,856

149,330

482,292

168,100

574,000

561,000

277,550

101,800

130,050

10,000

52,492

1,200

512,100

117,900

202,800

145,300

242,950

140,700

98,350

165,600

青山

天野が原町

幾野

梅が枝

駅前住宅

私市

私市山手

私部

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）

「ありがとうございました」「ありがとうございました」

★10,000円
株式会社野村工務店
コモンシティ星田 
　ふれあいプラザ
有限会社北商
有限会社伸宏
有限会社中與
中　章
　営界教団本部
株式会社そうま電器　本店
医療法人山添医院
イワフネ自動車株式会社
有限会社河本電工
大森税理士事務所
明石　惠實
小林診療所
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
株式会社オクノナマコン
中村建工
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
久保　幸子
竹山公認会計士事務所
協和電子部品株式会社　
幸福米穀株式会社

★5,000円
医療法人桜恵会
牧歯科医院
斉藤工務店株式会社
サンライズ星田
株式会社平田設備工産
ヘアルームファータ
株式会社マゼミ
レスポワール星田
株式会社サンケン
木野整骨鍼灸院
学校法人高岡幼稚園
ぽっかぽか7丁目保育園
星田ゴルフセンター
清田医院
クレモト歯科小児歯科
山本整形外科
医療法人多々内科クリニック
和紀総合有限会社
株式会社吉信工務店
株式会社そら
株式会社飛天苑
　かなでホール
株式会社上田建築工務店
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
株式会社かたの書房
宝田クリニック
田中製材有限会社
住まいの相談所株式会社サムズ

尼子医院
廣田　司
株式会社小綿商店
田和酒店
北口工業株式会社
うんの獣医科病院
星田交通株式会社
星の森
飯田寝装店
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
西岡　昭榮
株式会社しんキュービック
星田南病院
西本内科医院
藤の街クリニック
はと産婦人科
合同会社フジタ建材
株式会社さくら
北陸工業株式会社
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）
カジタ薬局
ほしだ幼稚園
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
福森医院
手打ちそば　乃田
みのや塗料株式会社
居酒屋三昧　本日のおすすめ
　交野店
すこやか星田整骨院
いぬいでんき
フレスコ星田店
ラ・ヴィエイユ
ダスキン交野
大阪トヨタ自動車株式会社交野支店
株式会社ティー・アイ・コーポ
　レーション
西村貢畳商店
サイクルショップワキ
看護小規模多機能型居宅介護
　ケアタウン交野
デイサービス花ごころ
カタノ薬局
株式会社ビューティサロン　
　モリワキ
株式会社つくし
株式会社山添電機
ヘアーサロンおおまち
株式会社前田造園　交野支店

株式会社西工務店
ハナハウス株式会社
山野酒造株式会社
サール・ナートかたの
料理処　魚三
原田牛乳店
交野市水道サービス株式会社
富士ホームサービス株式会社 
　交野支店
放課後デイサービス
　花ごころ
株式会社山満造園
イケモトベテリナリー
　クリニック
いぬい米穀店
橘電工株式会社
矢鍋商店
ふぁみりぃ交野
喫茶がんび
札埜呉服店
たなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
ニッコー
花栄
小菓医院
株式会社富尾工務店
寿美典福会
原歯科医院（倉治）
スウィートいずみ
株式会社中角物産
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
さつき美容室
住宅型有料老人ホーム
　フォーユー交野
丸助寿司
よしむら
オオキタ園芸
髙島　十美代
小林　勲二
Aコープ星田店
ＫＢＣデンキ星田店
おかの歯科クリニック
Ｋ美容室
よねだ鍼灸院
さつま寿し
星の郷　総合教室
有限会社コバシ産業
服部　敬司
ヘアーサロンピエール
有限会社大良工務店
フロンティアたつみ
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第 149号
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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

第 149号

私部自主防災会 自主防災訓練 レスキュー簡易寝袋 149,000

向井田自治会 大規模災害（想定時）避難訓練 感染症対策段ボールベッド 250,000

枚方・交野地区保護司会 更生保護街頭啓発活動 啓発物品購入費 100,000

星田山手ボランティア
街づくり推進会 住民参加型イベント 音響セット

（スピーカー、ワイヤレスマイク、ミキサー等） 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 緊急時対応コンセプション ＡＥＤ、心肺蘇生訓練用マネキン 250,000

「チームオレンジ」立ち上げに向けて
認知症サポーター養成講座のお知らせ

◆保健だより｠～フレイルを防ごう「口腔機
◆社協の事業紹介｠第3回「生活困窮者自立支援事業」
　移送サービスについて
◆社協賛助会員を募集
　善意銀行　　
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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。
1月26日～3月29日まで

（株）栄　交野ガスリビングさんから
川柳・交差点さんから
（株）栄　交野ガスリビングさんから　
森兼　計二さんから
川柳・交差点さんから
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから　
（株）栄　交野ガスリビングさんから

1月26日 
2月17日 
25日

3月11日
17日
24日
29日

も く じ

友愛コミュニケーション事業
～コロナ禍でもつながりを絶やさないための取り組み～

校区福祉委員会の取り組み紹介

　当校区では、食事会・落語・音楽などを楽しみなが
ら、仲間づくりをすすめる「ふれあいサロン」や、子
育てに関する相談や情報交換などを通して、子育てを
楽しみながら仲間づくりを行う「子育てサロン」を中
心に、交野小学校児童と一緒にお米作りや地域清掃活
動を行うなど、地域で助けあい支えあうふれあいのま
ちづくりを進めるための諸活動を行っています。
　昨年度は、多くの事業が中止を余儀なくされました
が、電話・訪問等による声かけ・見守り活動をすると
ともに、コロナ禍に負けない「新しい生活様式」チラ
シや「脳トレにチャレンジ」などを提供し感謝される
など、コロナ禍におい
て出来る活動を行って
います。

交野小学校区福祉委員会

　コロナ禍で予定していた事業が中止せざるを得ない状
況下でも、毎月第２・第４水曜日の登校時に子ども達へ
の見守りあいさつ運動は実施しました。子どもからたく
さん元気をもらいました。また緊急事態宣言の発令中以
外は、家に閉じこもりがちな高齢者向けのサロンとし
て、フレイル予防（介護予防のための食べ物と体操）の
出前講座を行いました。また専門家による「転倒と予
防」をテーマに、高齢者が骨折し要介護とならないため
の足腰の鍛え方を学びました。そして、一人暮らしの高
齢者の方には電話で安否確認をさせていただき、お元気
な声を聞くことができ安心しました。

妙見坂小学校区福祉委員会

第4回（最終回）

6,800円
100,000円
6,800円

プレクストーク
20,000円
2,500円
6,800円

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。

　誰でも気軽に参加でき、ボランティアに関して、「知る、学ぶ、交流す
る」サロンを開催しています。
　5月は、レクリエーションを届けるボランティアとして、おもちゃづくり
やニュースポーツ・演芸「玉手箱」，車いすダンス「ひまわり」の活動見学・
体験があります。男性メンバーも活躍されていますので、ぜひご参加く
ださい。

　学校・会社・家以外での居場所（サー
ドプレイス）で不就労・不登校やひきこ
もりの人たちが、人と関わる関わらない
に関係なく、気軽に集まり過ごせる場です。

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

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
日常的に車を運転している人

活動要件

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

と　き
ところ
対　象
定　員 参加費
申し込み

社会的なつながりを求める人、自立意欲のある人、またはその家族。
（例）ひきこもり状態で、他者との関わりを持つ機会がない。

ひきこもりがちで社会的なつながりを持ちたいが難しい。
木曜日（月１回・開催週は変わります）午後１時～３時
交野市ボランティアセンター 2階
交野市社会福祉協議会　☎ 072-895-1185　　　　　　　𠮷田・天場

実施日時・場所

問い合わせ 担　当

運転ボランティアに関する
事前説明会を開催します！

ボランティア
サロン

ボランティア
サロン

いろいろな
おもちゃづくりが
楽しめます

☎ 072-895-1185
 072-895-1192

①7月14日（水） 午後  3時～  4時
②7月20日（火） 午前10時～11時　
※どちらか１日参加してください。

※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。

担
　当

舟山
ふなやま

浦上
うらかみ

※ご利用には事前の面接相談が必要です。

FAX

FAX

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 事業内容 金　額

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、歳末たすけ
あい運動でみなさんからよせられた募金を原資とした配分が、
2月26日の交野地区募金会理事会において決定されました。

あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和3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

社　会　福　祉　協　議　会　受　領　分　配　分　内　訳

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和3年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,551,000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。

ありがとう
ございました！！

◆社会福祉協議会  会長就任あいさつ
　新入職員紹介
◆友愛コミュニケーション事業の活動報告
◆令和3年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和3年度 事業計画及び予算
◆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プアップ講座／交野市社会資源マップ
◆保健だより　生活習慣の改善で認知症を防ごう
◆移送サービス運転ボランティアさん大募集!!
　かたの×サードプレイス
　ボランティアサロン
◆共同募金ありがとうございました!!
　善意銀行

P5
・・・・P6

・・・・・・・・・P7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P8

・・・・・・・・・・・・・・・・P1

・・・・・・・・・・・P2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5

よしだ てんば

無料
交野市ボランティアセンター　
☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

5月24日（月）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階・2階
市内周辺在住・在勤・在学者
15人（事前申込制）

寺区 地域住民による環境整備清掃活動 芝刈り機、刈払機、チェーンソー、バキューム 250,000

郡津区 地域福祉事業 軽量折りたたみテーブル、軽量座卓

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区積極的広報活動事業 地域掲示板の購入

250,000

250,000

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星田行政区 スポットクーラー4台、折りたたみベッド6台 250,000

戦没学徒記念
若人の広場公園研修ツアー交野市遺族会 研修交通費 100,000

交野市星友クラブ連合会 創立60周年記念誌の発刊 100,000

避難所への室内用点字ブロック
設置に向けての研修

部屋代、点字ブロック、
消耗品（養生テープ・消毒液）

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

交野市視覚障害者福祉会 100,000

郡津区同友会 清掃・あいさつ活動 保険料 30,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業､保険料 1,300,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等 620,000
災害対策事業 防災備品購入費 50,000
広報活動事業 社協だより印刷費用及びホームページ管理費用 1,152,000

6,551,000

広報、議会だより、社協だよりの音訳、
対面読書・希望図書の音訳

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」 講師謝礼 100,000

アルファ米（個食タイプ・炊き出しタイプ）、
ケイスタンド、プラスチック手袋、ウイルス除菌剤幾野連合自治会 防災事業 250,000

松塚地区 松塚区民祭り 250,000
わた菓子機、機材レンタル（玉入れ台、音響、
グリドル、テーブル）、事務消耗品（コピー用紙、
インクカートリッジ）、保険料

私市区 テント 250,000
地域組織
私市こども会、私市青少年指導委員会
交野市消防団　私市分団

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000
機材借り上げ料（音響、テント、やぐら、ＬＰガ
ス等）、物品・材料等購入費（ワンタッチテント、
コードリール等）、食材等購入費、消耗品費等

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。

生活困窮者自立支援事業
資金貸付事業

日常生活自立支援事業
赤い羽根共同募金

　「困った！」「どうしたらいいの？」という悩みに、親身
にかつ冷静に、時に明るく寄り添いたいと思っています。
よろしくお願いします。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、地域の活動は中止や縮小を余儀な
くされました。このような状況でも、地域住民が孤独や不安を感じることなく、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくことができるように、見守りや安否確認を行う活動を“友愛コミュニケーション事業”と
名付け実施してきました。
　前号に引き続き、校区福祉委員会が地域の特性に合わせて行う見守り・安否確認の様子を紹介します。
　第４回は、交野・妙見坂小学校区福祉委員会です。
　取り組み紹介は最終回となりますが、今後も地域の見守り活動は続けていきます。
※対象者の選定基準は地域によって異なります。

　慣れないことも多いですが、「相談して良かった」と思っ
ていただけるように、笑顔で丁寧な対応を心掛けてまい
ります。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな映画

趣　　味

好きな映画

スキー、サイクリング
『ショーシャンクの空に』
（スティーブン・キング原作）

ジャズベース
『男はつらいよ』
（全シリーズ３回制覇）

小野田　和
か ずお の だ

上殿　詩美
う え ど の う た み

会長就任あいさつ社会福祉協議会

　コロナ禍において、私たちを取り巻く環境は大きく様変わりしました。今まで当たり前にできていた活動
が実施できなくなる中、昨年4月に友愛コミュニケーション事業を立ち上げました。
　「自粛生活で体力が落ちてるんか、ゴミ出しが大変らしいねん！」「サロンが無いから顔は見てないんやけど、
デイサービスの車はよく来てるで～」など、校区福祉委員会の細やかな気づきを社会福祉協議会で集約し、
地域包括支援センターと連携をしながら対応を行ってきました。
　校区福祉委員会では、これからも創意工夫を凝らしながら活動を進めていきます。地域福祉を共に支えて
くれる仲間も随時募集をしていますので、校区福祉委員会活動に関心のある人は社会福祉協議会へご連絡く
ださい。

１年間の集計（延べ回数・延べ人数）

新入職員紹介

　誕生月には、それぞれの
　生まれた年の主な出来事を
　まとめてお渡ししたところ、
　　大変喜ばれました！

　健康寿命を
　延ばして元気に
　過ごしましょう

音楽に合わせて
一緒に楽しみましょう

感染症対策を
実施しながら
運行中です

月1回
開催中

友愛コミュニケーション事業を振り返って

対　象　者

サードプレイス
とは？

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

　このたび、3月24日に開催されました理事会において、社会福祉協議会会長に選
定していただきました前波艶子でございます。
　皆様ご存じのように、近年、地域を取り巻く福祉問題として、少子高齢化、引きこ
もり、貧困等がよく言われております。それらの問題から起因する新たな地域課題に
対して、社協が果たす役割は益々重要になってきていると認識しております。
　社会福祉協議会といたしましては、複雑多様化している課題に対応すべく、令和3
年度に策定いたします第4期交野市地域福祉活動計画に基づき、地域の中で相互に
支えあえる仕組みづくりや、包括的に対応する総合相談体制の充実や包括ケアシス
テム構築の更なる推進に向けて、地域住民の皆様、そして福祉関係団体、行政の皆様などのご協力をいただ
きながら、相互に連携を図り、社会福祉協議会の責務を果たしてまいります。
　今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

前波 艶子
ま え ば つ や こ

交野市社会福祉協議会　会長

電話 訪問
チラシ・はがき
・校区だより 
など

メール・
LINE など その他 合計 協力員

1,328件 5,442件 60,056件 165件 2,025件 69,016件 856人
（4月 5日時点で報告を受けている数）
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私部自主防災会 自主防災訓練 レスキュー簡易寝袋 149,000

向井田自治会 大規模災害（想定時）避難訓練 感染症対策段ボールベッド 250,000

枚方・交野地区保護司会 更生保護街頭啓発活動 啓発物品購入費 100,000

星田山手ボランティア
街づくり推進会 住民参加型イベント 音響セット

（スピーカー、ワイヤレスマイク、ミキサー等） 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 緊急時対応コンセプション ＡＥＤ、心肺蘇生訓練用マネキン 250,000

「チームオレンジ」立ち上げに向けて
認知症サポーター養成講座のお知らせ
◆保健だより｠～フレイルを防ごう「口腔機
◆社協の事業紹介｠第3回「生活困窮者自立支援事業」
　移送サービスについて
◆社協賛助会員を募集
　善意銀行　　
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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。
1月26日～3月29日まで

（株）栄　交野ガスリビングさんから
川柳・交差点さんから
（株）栄　交野ガスリビングさんから　
森兼　計二さんから
川柳・交差点さんから
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから　
（株）栄　交野ガスリビングさんから

1月26日 
2月17日 
25日

3月11日
17日
24日
29日

も く じ

友愛コミュニケーション事業
～コロナ禍でもつながりを絶やさないための取り組み～

校区福祉委員会の取り組み紹介

　当校区では、食事会・落語・音楽などを楽しみなが
ら、仲間づくりをすすめる「ふれあいサロン」や、子
育てに関する相談や情報交換などを通して、子育てを
楽しみながら仲間づくりを行う「子育てサロン」を中
心に、交野小学校児童と一緒にお米作りや地域清掃活
動を行うなど、地域で助けあい支えあうふれあいのま
ちづくりを進めるための諸活動を行っています。
　昨年度は、多くの事業が中止を余儀なくされました
が、電話・訪問等による声かけ・見守り活動をすると
ともに、コロナ禍に負けない「新しい生活様式」チラ
シや「脳トレにチャレンジ」などを提供し感謝される
など、コロナ禍におい
て出来る活動を行って
います。

交野小学校区福祉委員会

　コロナ禍で予定していた事業が中止せざるを得ない状
況下でも、毎月第２・第４水曜日の登校時に子ども達へ
の見守りあいさつ運動は実施しました。子どもからたく
さん元気をもらいました。また緊急事態宣言の発令中以
外は、家に閉じこもりがちな高齢者向けのサロンとし
て、フレイル予防（介護予防のための食べ物と体操）の
出前講座を行いました。また専門家による「転倒と予
防」をテーマに、高齢者が骨折し要介護とならないため
の足腰の鍛え方を学びました。そして、一人暮らしの高
齢者の方には電話で安否確認をさせていただき、お元気
な声を聞くことができ安心しました。

妙見坂小学校区福祉委員会

第4回（最終回）

6,800円
100,000円
6,800円

プレクストーク
20,000円
2,500円
6,800円

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。

　誰でも気軽に参加でき、ボランティアに関して、「知る、学ぶ、交流す
る」サロンを開催しています。
　5月は、レクリエーションを届けるボランティアとして、おもちゃづくり
やニュースポーツ・演芸「玉手箱」，車いすダンス「ひまわり」の活動見学・
体験があります。男性メンバーも活躍されていますので、ぜひご参加く
ださい。

　学校・会社・家以外での居場所（サー
ドプレイス）で不就労・不登校やひきこ
もりの人たちが、人と関わる関わらない
に関係なく、気軽に集まり過ごせる場です。

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

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
日常的に車を運転している人

活動要件

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

と　き
ところ
対　象
定　員 参加費
申し込み

社会的なつながりを求める人、自立意欲のある人、またはその家族。
（例）ひきこもり状態で、他者との関わりを持つ機会がない。

ひきこもりがちで社会的なつながりを持ちたいが難しい。
木曜日（月１回・開催週は変わります）午後１時～３時
交野市ボランティアセンター 2階
交野市社会福祉協議会　☎ 072-895-1185　　　　　　　𠮷田・天場

実施日時・場所

問い合わせ 担　当

運転ボランティアに関する
事前説明会を開催します！

ボランティア
サロン

ボランティア
サロン

いろいろな
おもちゃづくりが
楽しめます

☎ 072-895-1185
 072-895-1192

①7月14日（水） 午後  3時～  4時
②7月20日（火） 午前10時～11時　
※どちらか１日参加してください。

※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。

担
　当

舟山
ふなやま

浦上
うらかみ

※ご利用には事前の面接相談が必要です。

FAX

FAX

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 事業内容 金　額

　昨年10月～12月に実施した赤い羽根共同募金、歳末たすけ
あい運動でみなさんからよせられた募金を原資とした配分が、
2月26日の交野地区募金会理事会において決定されました。

あいちゃんと希望くん

赤い羽根
共同募金

共同募金

■令和3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

社　会　福　祉　協　議　会　受　領　分　配　分　内　訳

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和3年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,551,000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。

ありがとう
ございました！！

◆社会福祉協議会  会長就任あいさつ
　新入職員紹介
◆友愛コミュニケーション事業の活動報告
◆令和3年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和3年度 事業計画及び予算
◆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プアップ講座／交野市社会資源マップ
◆保健だより　生活習慣の改善で認知症を防ごう
◆移送サービス運転ボランティアさん大募集!!
　かたの×サードプレイス
　ボランティアサロン
◆共同募金ありがとうございました!!
　善意銀行
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よしだ てんば

無料
交野市ボランティアセンター　
☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

5月24日（月）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階・2階
市内周辺在住・在勤・在学者
15人（事前申込制）

寺区 地域住民による環境整備清掃活動 芝刈り機、刈払機、チェーンソー、バキューム 250,000

郡津区 地域福祉事業 軽量折りたたみテーブル、軽量座卓

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区積極的広報活動事業 地域掲示板の購入

250,000

250,000

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星田行政区 スポットクーラー4台、折りたたみベッド6台 250,000

戦没学徒記念
若人の広場公園研修ツアー交野市遺族会 研修交通費 100,000

交野市星友クラブ連合会 創立60周年記念誌の発刊 100,000

避難所への室内用点字ブロック
設置に向けての研修

部屋代、点字ブロック、
消耗品（養生テープ・消毒液）

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

交野市視覚障害者福祉会 100,000

郡津区同友会 清掃・あいさつ活動 保険料 30,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業､保険料 1,300,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代等 620,000
災害対策事業 防災備品購入費 50,000
広報活動事業 社協だより印刷費用及びホームページ管理費用 1,152,000

6,551,000

広報、議会だより、社協だよりの音訳、
対面読書・希望図書の音訳

交野市ボランティアグループ連絡会
朗読グループ「あい」 講師謝礼 100,000

アルファ米（個食タイプ・炊き出しタイプ）、
ケイスタンド、プラスチック手袋、ウイルス除菌剤幾野連合自治会 防災事業 250,000

松塚地区 松塚区民祭り 250,000
わた菓子機、機材レンタル（玉入れ台、音響、
グリドル、テーブル）、事務消耗品（コピー用紙、
インクカートリッジ）、保険料

私市区 テント 250,000
地域組織
私市こども会、私市青少年指導委員会
交野市消防団　私市分団

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000
機材借り上げ料（音響、テント、やぐら、ＬＰガ
ス等）、物品・材料等購入費（ワンタッチテント、
コードリール等）、食材等購入費、消耗品費等

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。

生活困窮者自立支援事業
資金貸付事業

日常生活自立支援事業
赤い羽根共同募金

　「困った！」「どうしたらいいの？」という悩みに、親身
にかつ冷静に、時に明るく寄り添いたいと思っています。
よろしくお願いします。

　昨年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防の観点から、地域の活動は中止や縮小を余儀な
くされました。このような状況でも、地域住民が孤独や不安を感じることなく、住み慣れた地域で安心
して暮らしていくことができるように、見守りや安否確認を行う活動を“友愛コミュニケーション事業”と
名付け実施してきました。
　前号に引き続き、校区福祉委員会が地域の特性に合わせて行う見守り・安否確認の様子を紹介します。
　第４回は、交野・妙見坂小学校区福祉委員会です。
　取り組み紹介は最終回となりますが、今後も地域の見守り活動は続けていきます。
※対象者の選定基準は地域によって異なります。

　慣れないことも多いですが、「相談して良かった」と思っ
ていただけるように、笑顔で丁寧な対応を心掛けてまい
ります。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな映画

趣　　味

好きな映画

スキー、サイクリング
『ショーシャンクの空に』
（スティーブン・キング原作）

ジャズベース
『男はつらいよ』
（全シリーズ３回制覇）

小野田　和
か ずお の だ

上殿　詩美
う え ど の う た み

会長就任あいさつ社会福祉協議会

　コロナ禍において、私たちを取り巻く環境は大きく様変わりしました。今まで当たり前にできていた活動
が実施できなくなる中、昨年4月に友愛コミュニケーション事業を立ち上げました。
　「自粛生活で体力が落ちてるんか、ゴミ出しが大変らしいねん！」「サロンが無いから顔は見てないんやけど、
デイサービスの車はよく来てるで～」など、校区福祉委員会の細やかな気づきを社会福祉協議会で集約し、
地域包括支援センターと連携をしながら対応を行ってきました。
　校区福祉委員会では、これからも創意工夫を凝らしながら活動を進めていきます。地域福祉を共に支えて
くれる仲間も随時募集をしていますので、校区福祉委員会活動に関心のある人は社会福祉協議会へご連絡く
ださい。

１年間の集計（延べ回数・延べ人数）

新入職員紹介

　誕生月には、それぞれの
　生まれた年の主な出来事を
　まとめてお渡ししたところ、
　　大変喜ばれました！

　健康寿命を
　延ばして元気に
　過ごしましょう

音楽に合わせて
一緒に楽しみましょう

感染症対策を
実施しながら
運行中です

月1回
開催中

友愛コミュニケーション事業を振り返って

対　象　者

サードプレイス
とは？

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

　このたび、3月24日に開催されました理事会において、社会福祉協議会会長に選
定していただきました前波艶子でございます。
　皆様ご存じのように、近年、地域を取り巻く福祉問題として、少子高齢化、引きこ
もり、貧困等がよく言われております。それらの問題から起因する新たな地域課題に
対して、社協が果たす役割は益々重要になってきていると認識しております。
　社会福祉協議会といたしましては、複雑多様化している課題に対応すべく、令和3
年度に策定いたします第4期交野市地域福祉活動計画に基づき、地域の中で相互に
支えあえる仕組みづくりや、包括的に対応する総合相談体制の充実や包括ケアシス
テム構築の更なる推進に向けて、地域住民の皆様、そして福祉関係団体、行政の皆様などのご協力をいただ
きながら、相互に連携を図り、社会福祉協議会の責務を果たしてまいります。
　今後とも、より一層のご支援、ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

前波 艶子
ま え ば つ や こ

交野市社会福祉協議会　会長

電話 訪問
チラシ・はがき
・校区だより 
など

メール・
LINE など その他 合計 協力員

1,328件 5,442件 60,056件 165件 2,025件 69,016件 856人
（4月 5日時点で報告を受けている数）


