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◆社協の事業紹介 第5回 コミュニティーソーシャルワーカー事業／
　かたのサードプレイス
◆学生ボランティア活動紹介／ふくし教育／児童虐待防止推進月間
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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。

善意銀行善意銀行
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。
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7月26日～9月29日
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9月29日

2,600円
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6,600円
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交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

　今年も一斉に10月1日から共同募金運動がスタートしています。
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応
援する「じぶんの町を良くするしくみ」として、取り組まれています。
昨年は3,769,322円のあたたかい善意の募金をいただき、本当
にありがとうございました。また、12月1日からは地域歳末たす
けあい募金運動が共同募金の一環として行われます。
　皆さんからいただいた募金は、いったん大阪府共同募金会に集
められ、翌年度に地域配分金として配分を受け、地域の福祉活動
の推進・福祉団体やボランティア団体などの活動支援・災害対策
事業や移送サービス事業に役立てられています。
　皆さんのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根
共同募金

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

　今回初めて寺小屋のボランティアに参加してみて、子どもが遊び、
工作をしたり宿題をするだけではなく、大人の方も地域のボランティ
アの方々と交流することのできる素敵な場だと思いました。ボラン
ティアをしている方々とお話をする中で「ボランティアに今参加するこ
とで必ずこれからの将来に生かされるよ。」とおっしゃっていたことが
印象に残っています。私も将来人々を笑顔にするために、自ら行動す
ることのできる人になりたいと感じました。

　岩船小学校区福祉委員会で実施されているパソコン教室では、地域の
人が操作方法を学ばれています。皆さん、熱心に取り組まれており、わ
からないところがあると手を挙げてすぐに疑問を解決されています。ボラ
ンティアは、わからないところの操作をアドバイスするなど、お手伝いを
させていただいています。学ぶことも多く、楽しんで取り組めています。

出口さん 小物づくりにも挑戦しました

村上さん ボランティアも勉強になります

学生
ボランティア
活動紹介

　また児童虐待の事件が続きました。虐待
は子どもたちの身体を傷つけるだけでない、
こころにも大きな傷を残します。
　子どもたちだけでなくその保護者の方も
悩んでいます。
　NPO法人　児童虐待防止協会は、日頃
保護者だけでなく子どもたちからの電話も、
専門の相談員が受けています。

〈あなたの電話は、あなたのために、あの子のために〉
秘密は守ります。ぜひ、お電話ください。
上記の日程以外は平日午前11時から午後4時まで、ご相談を受
けています。子どもの虐待防止のためのオレンジリボンバッジも
扱っています。

URL   http://www.apca.jp

　ボランティアセンターでは、令和2年度学生ボランティアを募集し、今

年度から活動に参加してもらっています。コロナ禍で思うように活動が

できない状況ですが、活動の一例を紹介します。

移送サービス移送サービス

　今年度も移送サービス事業における運転ボランティアさん
が、新たに加わりました。１０月から活動をスタートしています。

舟山
ふな やま

浦上
うら かみ

運転ボランティアに新メンバー加入！

　『移送サービス』は、交野市社協が行っている独自事業です。
「どんな人が利用できるの？」「利用するにはどんな手続きが必要なの？」などの疑問にわかりやす
く説明します。車輌の見学や、運転ボランティアさんとの交流なども行いますので、関心のある団
体は、ぜひ出前講座をご利用ください。（緊急事態宣言発令中は、出前講座を休止します）

『移送サービス』に関する出前講座について

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　     072-895-1192FAX

交野市在住の概ね10人以上のグループまたは団体など
30分～1時間程度（ご希望により調整します）

安全運転でがんばっています！

と　き
ところ
内　容

対象者

定　員

申し込み・問い合わせ

12月15日（水）午後1時30分～３時30分（受付開始　午後1時～）
ボランティアセンター 2階　活動室
活動紹介や実際に活躍している人々から、ボランティア活動をする
ことになった経緯や活動内容、感想などをお話しいただきます。
ボランティア活動に関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎です）
15人　　　　　　無料　

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

児童虐待防止
推 進 月 間
児童虐待防止
推 進 月 間

11月は

社協の
事業紹介 第5回

社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ること」を目的としています。 
事業紹介の第５回目は、コミュニティーソーシャルワーカー事業について
です。

●どこに相談したらいいかわからない

●今後の生活をどうしたらいいか不安

●こどもが引きこもっている

●近所に心配な人がいる

●誰に相談したらいいかわからない

等々

お話をお伺いします。必要であれ
ば訪問もできます。ステップ ❶

解決していく方法を一緒に考え
ます。ステップ ❷

制度・サービスを活用して解決に
努めます。相談内容に応じて必要
な専門機関におつなぎします。

ステップ ❸

相談の流れ

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。

　社会的なつながりがない人
（不就労・不登校やひきこもり等）が気軽に集まれる
「場」としての機能と機会を設け、学校・会社・家以外
での居場所（サードプレイス）で人と関わる関わらない
関係なく気軽に集まれる場として過ごしていただきます。
※ご利用には事前の面接相談が必要です。

担　　当

と　　き

と こ ろ

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

問い合わせ 交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　　　
nijimaru@katano-shakyo.com

𠮷田・
よし だ

天場・
てん ば

鷲尾
わし お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、「福祉のなんでも相談員」です。
高齢、障がい、児童など分野にとらわれず、生活上の困りごとや悩みごとの相談を
うかがいながら、解決に向けて本人や家族と、相談窓口とのつなぎ役となります。

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）

「経験者が語るひきこもりからの回復支援」
　ひきこもり当事者の
思いや抜け出したきっ
かけ等の体験談や支援
活動について語ってい
ただきます。

と　き

ところ

講　師

定　員 申　込

申し込み・問い合わせ 担　当 𠮷田・
よし だ

鷲尾
わし お

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185

令和4年1月25日(火) 午後2時～4時（受付開始　午後1時30分～）
ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
当事者活動・ひきこもり支援アドバイザー　白石裕一さん
30人　参加費無料　　　　　  1月14日（金）まで

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

やさしく稲刈りを教えて
もらってうれしいな♪

　大阪府社協の機関誌「ふくしおおさか夏号」で、『とまら
な愛、大阪！ コロナ禍でも子どもたちのためにできる福祉
教育実践（P7）』という特集があり、交野小学校区福祉委
員会、交野市立交野小学校、交野市社協が協働して行う福
祉教育実践が紹介されました。
　これは、交野小学校区に農業経験者が多いという特性を
活かし、地域の人が先生となり、５年生の子どもたちに米
作りや生き物のことを教えています。
　この経験を通じて、子どもたちは地域の人から大切に思
われていることを実感し、自分も地域の一員であることに
気づくということを目的の１つにしています。

あい

　他の地域でも様々な実践が始まっていますので、次号で紹介します。

～おひとりでは外出が難し
い人の

お出かけを応援します～

参加費

　明確な定義はありませんが、「趣
味や健康維持、社会貢献などに意
欲的に取り組み、自分らしくいきい
きと人生を楽しんでいるシニア」の
こと。

担　当

対　　象
所要時間

問い合わせ

男性ボランティア大募集!!

　これまでの経験を活かして力を発揮してみよう！ という
男性を募集します。
　ボランティアセンターでの活動や、地域でのサロンのお手
伝い・広報誌の作成・会計関係、車の運転での送迎など、
力を貸していただきたいことがたくさんあります。
　現在、活躍されている人の話を聞いて、ボランティア活動
をはじめてみませんか。

“アクティブシニア”になりませんか？

アクティブシニアとは

申し込みはこちらからもできます▶

申し込みはこちらからもできます▲

11

22

ふくしおおさか夏号

検 索交野市社協

しらいしゆういち

11月1日（月）～5日（金）
祝日含む午前11時～午後5時
☎06-6646-0088

赤い羽根オリジ
ナルグッズのご

案内

前年までのグッズも
若干在庫があります。
ご希望の方は窓口まで
お申し出ください。

オリジナルグッズを
進呈しています。
（数にかぎりがあります）

交野地区募金会窓口で一定額以上の
募金にご協力いただいた方には

初音ミク
グッズ

バンドリ
グッズ

ミクバッジ

缶バッジ

教 育

担　当 天場・
てん ば

舟山
ふなやま

「呪術廻戦」のコラ
ボグッズも近日到
着予定です。
詳しくは窓口で！！

呪術廻戦
グッズ

クリアファイル
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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。

善意銀行善意銀行
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。
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7月26日
7月27日
8月26日
9月27日
9月29日

2,600円

6,600円

6,600円

2,700円

6,600円

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

　今年も一斉に10月1日から共同募金運動がスタートしています。
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応
援する「じぶんの町を良くするしくみ」として、取り組まれています。
昨年は3,769,322円のあたたかい善意の募金をいただき、本当
にありがとうございました。また、12月1日からは地域歳末たす
けあい募金運動が共同募金の一環として行われます。
　皆さんからいただいた募金は、いったん大阪府共同募金会に集
められ、翌年度に地域配分金として配分を受け、地域の福祉活動
の推進・福祉団体やボランティア団体などの活動支援・災害対策
事業や移送サービス事業に役立てられています。
　皆さんのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根
共同募金

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

　今回初めて寺小屋のボランティアに参加してみて、子どもが遊び、
工作をしたり宿題をするだけではなく、大人の方も地域のボランティ
アの方々と交流することのできる素敵な場だと思いました。ボラン
ティアをしている方々とお話をする中で「ボランティアに今参加するこ
とで必ずこれからの将来に生かされるよ。」とおっしゃっていたことが
印象に残っています。私も将来人々を笑顔にするために、自ら行動す
ることのできる人になりたいと感じました。

　岩船小学校区福祉委員会で実施されているパソコン教室では、地域の
人が操作方法を学ばれています。皆さん、熱心に取り組まれており、わ
からないところがあると手を挙げてすぐに疑問を解決されています。ボラ
ンティアは、わからないところの操作をアドバイスするなど、お手伝いを
させていただいています。学ぶことも多く、楽しんで取り組めています。

出口さん 小物づくりにも挑戦しました

村上さん ボランティアも勉強になります

学生
ボランティア
活動紹介

　また児童虐待の事件が続きました。虐待
は子どもたちの身体を傷つけるだけでない、
こころにも大きな傷を残します。
　子どもたちだけでなくその保護者の方も
悩んでいます。
　NPO法人　児童虐待防止協会は、日頃
保護者だけでなく子どもたちからの電話も、
専門の相談員が受けています。

〈あなたの電話は、あなたのために、あの子のために〉
秘密は守ります。ぜひ、お電話ください。
上記の日程以外は平日午前11時から午後4時まで、ご相談を受
けています。子どもの虐待防止のためのオレンジリボンバッジも
扱っています。

URL   http://www.apca.jp

　ボランティアセンターでは、令和2年度学生ボランティアを募集し、今

年度から活動に参加してもらっています。コロナ禍で思うように活動が

できない状況ですが、活動の一例を紹介します。

移送サービス移送サービス

　今年度も移送サービス事業における運転ボランティアさん
が、新たに加わりました。１０月から活動をスタートしています。

舟山
ふな やま

浦上
うら かみ

運転ボランティアに新メンバー加入！

　『移送サービス』は、交野市社協が行っている独自事業です。
「どんな人が利用できるの？」「利用するにはどんな手続きが必要なの？」などの疑問にわかりやす
く説明します。車輌の見学や、運転ボランティアさんとの交流なども行いますので、関心のある団
体は、ぜひ出前講座をご利用ください。（緊急事態宣言発令中は、出前講座を休止します）

『移送サービス』に関する出前講座について

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　     072-895-1192FAX

交野市在住の概ね10人以上のグループまたは団体など
30分～1時間程度（ご希望により調整します）

安全運転でがんばっています！

と　き
ところ
内　容

対象者

定　員

申し込み・問い合わせ

12月15日（水）午後1時30分～３時30分（受付開始　午後1時～）
ボランティアセンター 2階　活動室
活動紹介や実際に活躍している人々から、ボランティア活動をする
ことになった経緯や活動内容、感想などをお話しいただきます。
ボランティア活動に関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎です）
15人　　　　　　無料　

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

児童虐待防止
推 進 月 間
児童虐待防止
推 進 月 間

11月は

社協の
事業紹介 第5回

社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ること」を目的としています。 
事業紹介の第５回目は、コミュニティーソーシャルワーカー事業について
です。

●どこに相談したらいいかわからない

●今後の生活をどうしたらいいか不安

●こどもが引きこもっている

●近所に心配な人がいる

●誰に相談したらいいかわからない

等々

お話をお伺いします。必要であれ
ば訪問もできます。ステップ ❶

解決していく方法を一緒に考え
ます。ステップ ❷

制度・サービスを活用して解決に
努めます。相談内容に応じて必要
な専門機関におつなぎします。

ステップ ❸

相談の流れ

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。

　社会的なつながりがない人
（不就労・不登校やひきこもり等）が気軽に集まれる
「場」としての機能と機会を設け、学校・会社・家以外
での居場所（サードプレイス）で人と関わる関わらない
関係なく気軽に集まれる場として過ごしていただきます。
※ご利用には事前の面接相談が必要です。

担　　当

と　　き

と こ ろ

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

問い合わせ 交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　　　
nijimaru@katano-shakyo.com

𠮷田・
よし だ

天場・
てん ば

鷲尾
わし お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、「福祉のなんでも相談員」です。
高齢、障がい、児童など分野にとらわれず、生活上の困りごとや悩みごとの相談を
うかがいながら、解決に向けて本人や家族と、相談窓口とのつなぎ役となります。

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）

「経験者が語るひきこもりからの回復支援」
　ひきこもり当事者の
思いや抜け出したきっ
かけ等の体験談や支援
活動について語ってい
ただきます。

と　き

ところ

講　師

定　員 申　込

申し込み・問い合わせ 担　当 𠮷田・
よし だ

鷲尾
わし お

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185

令和4年1月25日(火) 午後2時～4時（受付開始　午後1時30分～）
ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
当事者活動・ひきこもり支援アドバイザー　白石裕一さん
30人　参加費無料　　　　　  1月14日（金）まで

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

やさしく稲刈りを教えて
もらってうれしいな♪

　大阪府社協の機関誌「ふくしおおさか夏号」で、『とまら
な愛、大阪！ コロナ禍でも子どもたちのためにできる福祉
教育実践（P7）』という特集があり、交野小学校区福祉委
員会、交野市立交野小学校、交野市社協が協働して行う福
祉教育実践が紹介されました。
　これは、交野小学校区に農業経験者が多いという特性を
活かし、地域の人が先生となり、５年生の子どもたちに米
作りや生き物のことを教えています。
　この経験を通じて、子どもたちは地域の人から大切に思
われていることを実感し、自分も地域の一員であることに
気づくということを目的の１つにしています。

あい

　他の地域でも様々な実践が始まっていますので、次号で紹介します。

～おひとりでは外出が難し
い人の

お出かけを応援します～

参加費

　明確な定義はありませんが、「趣
味や健康維持、社会貢献などに意
欲的に取り組み、自分らしくいきい
きと人生を楽しんでいるシニア」の
こと。

担　当

対　　象
所要時間

問い合わせ

男性ボランティア大募集!!

　これまでの経験を活かして力を発揮してみよう！ という
男性を募集します。
　ボランティアセンターでの活動や、地域でのサロンのお手
伝い・広報誌の作成・会計関係、車の運転での送迎など、
力を貸していただきたいことがたくさんあります。
　現在、活躍されている人の話を聞いて、ボランティア活動
をはじめてみませんか。

“アクティブシニア”になりませんか？

アクティブシニアとは

申し込みはこちらからもできます▶

申し込みはこちらからもできます▲

11

22

ふくしおおさか夏号

検 索交野市社協

しらいしゆういち

11月1日（月）～5日（金）
祝日含む午前11時～午後5時
☎06-6646-0088

赤い羽根オリジ
ナルグッズのご

案内

前年までのグッズも
若干在庫があります。
ご希望の方は窓口まで
お申し出ください。

オリジナルグッズを
進呈しています。
（数にかぎりがあります）

交野地区募金会窓口で一定額以上の
募金にご協力いただいた方には

初音ミク
グッズ

バンドリ
グッズ

ミクバッジ

缶バッジ

教 育

担　当 天場・
てん ば

舟山
ふなやま

「呪術廻戦」のコラ
ボグッズも近日到
着予定です。
詳しくは窓口で！！

呪術廻戦
グッズ

クリアファイル
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脳の刺激になること脳の刺激になること
価　額

流
動
負
債

固
定
負
債

負債　合計

差引純資産

科　目科　目 価　額

流
動
資
産

資産　合計

固
定
資
産

　社会福祉法に基づき、令和2年度交野市社会福祉協議会の決算の貸借対照表および財産目録を報告します。
　なお、社協だより「ふれあい」第150号（令和3年8月発行）の3ページに令和2年度事業報告および決算
報告を掲載しております。

■貸借対照表

■財産目録
（単位：円）Ⅰ　資産の部

現金預金    
事業未収金    
貯蔵品    
立替金
事業立替金
仮払金    
流　動　資　産　合　計
基本財産
基　本　財　産　合　計
車輌運搬具   
器具及び備品     
ソフトウェア   
退職給付引当資産   
長期預け金   
運用財産積立資産   
福祉基金積立資産   
災害対策基金積立資産   

その他の固定資産　合計
固定資産　合計

（単位：円）Ⅰ　資産の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

△ 

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　未収金
　貯蔵品
　立替金
　事業立替金
　仮払金
固定資産
　基本財産
　定期預金
その他の固定資産
　車輌運搬具
　器具及び備品
　有形リース資産
　ソフトウェア
　退職給付引当資産
　長期預け金
　運用財産積立資産
　福祉基金積立資産
　災害対策基金積立資産
資産の部　合計

資産の部　　合計

（単位：円）Ⅲ　純資産の部

基本金
　基本金
基金
　福祉基金
　災害対策基金
国庫補助金等特別積立金
　国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
　次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　目 当年度末 前年度末 増　減

令和2年度　貸借対照表および財産目録

（単位：円）Ⅱ　負債の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

流動負債
　事業未払金
　その他の未払金
　1年以内返済予定リース債務
　未返還金
　預り金
　職員預り金
　前受金
　仮受金
　賞与引当金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部　合計

（単位：円）Ⅱ　負債の部

事業未払金    
その他の未払金   
未返還金    
預り金    
職員預り金    
前受金    
仮受金
賞与引当金    
流　動　負　債　合　計
退職給付引当金   
固　定　負　債　合　計そ

の
他
の
固
定
資
産

交野市
高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるように支援させていただきます

地域包括支援センターコーナー

　お住まいの地域の活動やシルバーボランティアなどの社会活
動に参加してみませんか。役割を持つことで、生活に張りが出
るなど生きがいにつながることも。地域活動とは別に、家庭で
も孫やペットの世話、家事の分担など、役割を担いましょう。

★このようなことも「社会参加」になります

◉役割を持つことが生きがいにつながります

～社会参加で認知症を防ごう～
「閉じこもり」が脳や心身への衰弱を招く

　「閉じこもり」とは、週に1回も外出しないなど、1日のほとんどを家から出ない
状態をいいます。閉じこもりがちの人は、生活が不活発になるなどから、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。「社会参加」を
通じ、さまざまな人とつながるようにしましょう。

保 健 だ よ り

外出や人との交流に積極的に取り組みましょう

ひょうしょうたいしゃくたい

ざい さん もく ろく

Q．貸借対照表とは？
A．法人が保有するすべての資産と負債および純資産
　  の状態を示し、財務状況を表したもの。

Q．財産目録とは？
A．法人が保有するすべての資産と    
　  負債の種類や価額等を記したもの。

【と　　き】　令和4年1月14日（金）　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 3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

協力できる人

【定　　員】　50人
【費　　用】　無料
【申し込み】　1月7日（金）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）
【問い合わせ】　交野市地域包括支援センター

　☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

を開催します「認知症サポーターステップアップ講座」
　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？

た なか

「介護者向け講座」を開催しました

「権利擁護セミナー」を開催しました

認 知 症 介 護 者 向 け 講 座

9月24日（金）午前10時から、ゆうゆうセンターで、介護者向け講
座「認知症ケア　家族介護のポイント」を開催しました。
当日は感染症対策を充分に行った上で、日頃在宅で認知症の家族

を介護されている方を中心に講座と小グループに分かれて、在宅介
護の悩みや解決へのポイント等について意見交換や情報共有も行い
ました。

8月20日（金）午後2時から、ゆうゆうセンターで、交野市消費生活
センターと交野市地域包括支援センター共催による、権利擁護セミナ
ー「みんなで知ろう、高齢者サポートサービスについて」を開催しまし
た。
当日は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下のため、

大阪府のガイドラインに則り、感染症対策を実施し、人数制限を行い、
開催しました。
当日ご参加いただけなかった人のために、講師のふじもと司法書士

行政書士事務所（代表／藤本就子さん）のセミナーの状況を、
YouTubeでご覧いただけますのでご活用下さい。

権 利 擁 護 セ ミ ナ ー

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

どのグループもとても盛り上がって
お話しされていました。

皆さん熱心に聞かれていました。

脳を刺激することをはじめてみましょう
　頭を働かせる趣味は、脳を活性化させて認知症の予防につながります。また、はじめ
ての場所に行く、はじめてのことをするなどの刺激は脳を活性化させます。新しいこと
にどんどんチャレンジしてみましょう。

買い物に
行く

通院する

近くへ散歩
する

電話や
ビデオ通話で
会話する

趣味の
グループ活動
に参加する

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、専門家である
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～午後5時30分
祝日・年末年始を除く

日用品の買い物やバスなど
での外出、預貯金の管理、
献立を考えるなど、身の
回りのことを自分で行う
ことも脳の刺激になります。

●美術館や博物館に行く
●囲碁や将棋、麻雀などをする
●音読や簡単な計算問題をする

●日記をつける
●旅行に行く
●楽器演奏や絵を描く

交野市社協が事務局となり、「かかわりあって・たすけあい・のびのび・しあわせのまちづくり」
～みんなで助け合える地域社会の実現をめざして～という基本理念のもと、第3期交野市地域福
祉活動計画を策定し、市民の皆さんと地域福祉活動を行っています。各小学校区においては「校
区福祉委員会アクションプラン」を策定し、あいさつ運動・見守り活動・いきいきふれあいサロ
ン・子育てサロン・世代間交流などの活動を実施しています。

現在、令和4年度からの地域福祉活動の取り組みの指標となる、第4期交野市地域福祉活動計
画、校区福祉委員会アクションプランの策定をしています。市民の皆さんには令和2年度に実施
したアンケートなどを通して、住み慣れた地域を良くするための意見やアイデアをたくさんいただ
いています。コロナ禍において様々な活動が制限されていますが、「自分たちの住む地域を良くし
ていく」という想いを皆で共有し、実践していきたいと考えています。

９月２９日に校区福祉委員会とボランティアグループ連絡会向けの広報研修会「みんなでICT＊1を
学ぼう！」を開催しました。
（株）ビジネスラボラトリーとテレニシ（株）を講師にお招きし、スマートフォンの基本的な使用方
法やフェイスブックを例にしたSNS＊2での広報を学びました。参加者には、スマートフォン初心者から、
日ごろ便利に活用している人まで習熟度に幅がありましたが、和気あいあいと学びを深めることが
できました。
交野市社協では、コロナ禍でのふれあい・つながりの減少を補うため、また、スーパーや銀行が
遠いといった生活の不便さを補うための一つの手段として、スマートフォンなどのICTの活用が有効
であると考えています。
当会はICTの専門家ではありませんが、その時々の社会情勢や地域住民の
みなさんの声にアンテナを張り巡らせながら地域福祉のあり方を考えていきます。

第4期交野市地域福祉活動計画策定に向けて

校区福祉委員会で話し合い
アクションプランを
策定しています
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△ 4,564,209
△ 3,819,105
△ 4,430,554

 29,898,202

169,187,493
9,633,787
34,237
15,840
675,602
8,328

179,555,287
1,000,000
1,000,000
1,045,854
2,190,355
1,443,238
12,141,032

8,150
846,508

96,781,895
30,408,430
144,865,462
145,865,462
325,420,749

14,424,835
2,894,328
26,564,890
827,806
785,983
4,165,870
13,626

19,874,448
69,551,786
12,141,032
12,141,032
81,692,818

243,727,931

★外出時はマスクをつけるなど感染症予防を十分に心がけてください。

https://www.youtube.com/channel/UC7Kv4Qfoa9fCUtkYUu0EYkg/featured
もしくは　　　　　　　　　　　　　 で　　　　  して下さい。司法書士しゅうちゃんねる 検 索

広報研修会「みんなでICTを学ぼう!」を開催しました

なるほど！
これは便利やな！

受講者の
声

70代 Aさん 70代 Bさん

SNSは食わず嫌いなところも
あったけど、話を聞いて自分に
も扱えるような気がしてきた。
少しずつ勉強して、自分たちの
日ごろの活動の様子をどんど
ん発信していけたらいいな。

自分はあんまりスマートフォンが得意ではな
いけど、みんなで助け合いながら、集会所で
スマートフォン教室ができるようになればいい
な。目標は孫もやっているオンライン飲み会！

注釈　＊1＝Information and Communication Technologyの略
　　　　　（情報通信技術を総称し、広義ではSNSもこのICTに含まれる）
　　　＊2＝Social Networking Serviceの略
　　　　　（フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどのコミュニケーションサービスを指す）
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脳の刺激になること脳の刺激になること
価　額

流
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債
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負債　合計

差引純資産

科　目科　目 価　額

流
動
資
産

資産　合計

固
定
資
産

　社会福祉法に基づき、令和2年度交野市社会福祉協議会の決算の貸借対照表および財産目録を報告します。
　なお、社協だより「ふれあい」第150号（令和3年8月発行）の3ページに令和2年度事業報告および決算
報告を掲載しております。

■貸借対照表

■財産目録
（単位：円）Ⅰ　資産の部

現金預金    
事業未収金    
貯蔵品    
立替金
事業立替金
仮払金    
流　動　資　産　合　計
基本財産
基　本　財　産　合　計
車輌運搬具   
器具及び備品     
ソフトウェア   
退職給付引当資産   
長期預け金   
運用財産積立資産   
福祉基金積立資産   
災害対策基金積立資産   

その他の固定資産　合計
固定資産　合計

（単位：円）Ⅰ　資産の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

△ 

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　未収金
　貯蔵品
　立替金
　事業立替金
　仮払金
固定資産
　基本財産
　定期預金
その他の固定資産
　車輌運搬具
　器具及び備品
　有形リース資産
　ソフトウェア
　退職給付引当資産
　長期預け金
　運用財産積立資産
　福祉基金積立資産
　災害対策基金積立資産
資産の部　合計

資産の部　　合計

（単位：円）Ⅲ　純資産の部

基本金
　基本金
基金
　福祉基金
　災害対策基金
国庫補助金等特別積立金
　国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
　次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　目 当年度末 前年度末 増　減

令和2年度　貸借対照表および財産目録

（単位：円）Ⅱ　負債の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

流動負債
　事業未払金
　その他の未払金
　1年以内返済予定リース債務
　未返還金
　預り金
　職員預り金
　前受金
　仮受金
　賞与引当金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部　合計

（単位：円）Ⅱ　負債の部

事業未払金    
その他の未払金   
未返還金    
預り金    
職員預り金    
前受金    
仮受金
賞与引当金    
流　動　負　債　合　計
退職給付引当金   
固　定　負　債　合　計そ

の
他
の
固
定
資
産

交野市
高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるように支援させていただきます

地域包括支援センターコーナー

　お住まいの地域の活動やシルバーボランティアなどの社会活
動に参加してみませんか。役割を持つことで、生活に張りが出
るなど生きがいにつながることも。地域活動とは別に、家庭で
も孫やペットの世話、家事の分担など、役割を担いましょう。

★このようなことも「社会参加」になります

◉役割を持つことが生きがいにつながります

～社会参加で認知症を防ごう～
「閉じこもり」が脳や心身への衰弱を招く

　「閉じこもり」とは、週に1回も外出しないなど、1日のほとんどを家から出ない
状態をいいます。閉じこもりがちの人は、生活が不活発になるなどから、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。「社会参加」を
通じ、さまざまな人とつながるようにしましょう。

保 健 だ よ り

外出や人との交流に積極的に取り組みましょう

ひょうしょうたいしゃくたい

ざい さん もく ろく

Q．貸借対照表とは？
A．法人が保有するすべての資産と負債および純資産
　  の状態を示し、財務状況を表したもの。

Q．財産目録とは？
A．法人が保有するすべての資産と    
　  負債の種類や価額等を記したもの。

【と　　き】　令和4年1月14日（金）　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 3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

協力できる人

【定　　員】　50人
【費　　用】　無料
【申し込み】　1月7日（金）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）
【問い合わせ】　交野市地域包括支援センター

　☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

を開催します「認知症サポーターステップアップ講座」
　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？

た なか

「介護者向け講座」を開催しました

「権利擁護セミナー」を開催しました

認 知 症 介 護 者 向 け 講 座

9月24日（金）午前10時から、ゆうゆうセンターで、介護者向け講
座「認知症ケア　家族介護のポイント」を開催しました。
当日は感染症対策を充分に行った上で、日頃在宅で認知症の家族

を介護されている方を中心に講座と小グループに分かれて、在宅介
護の悩みや解決へのポイント等について意見交換や情報共有も行い
ました。

8月20日（金）午後2時から、ゆうゆうセンターで、交野市消費生活
センターと交野市地域包括支援センター共催による、権利擁護セミナ
ー「みんなで知ろう、高齢者サポートサービスについて」を開催しまし
た。
当日は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下のため、

大阪府のガイドラインに則り、感染症対策を実施し、人数制限を行い、
開催しました。
当日ご参加いただけなかった人のために、講師のふじもと司法書士

行政書士事務所（代表／藤本就子さん）のセミナーの状況を、
YouTubeでご覧いただけますのでご活用下さい。

権 利 擁 護 セ ミ ナ ー

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

どのグループもとても盛り上がって
お話しされていました。

皆さん熱心に聞かれていました。

脳を刺激することをはじめてみましょう
　頭を働かせる趣味は、脳を活性化させて認知症の予防につながります。また、はじめ
ての場所に行く、はじめてのことをするなどの刺激は脳を活性化させます。新しいこと
にどんどんチャレンジしてみましょう。

買い物に
行く

通院する

近くへ散歩
する

電話や
ビデオ通話で
会話する

趣味の
グループ活動
に参加する

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、専門家である
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～午後5時30分
祝日・年末年始を除く

日用品の買い物やバスなど
での外出、預貯金の管理、
献立を考えるなど、身の
回りのことを自分で行う
ことも脳の刺激になります。

●美術館や博物館に行く
●囲碁や将棋、麻雀などをする
●音読や簡単な計算問題をする

●日記をつける
●旅行に行く
●楽器演奏や絵を描く

交野市社協が事務局となり、「かかわりあって・たすけあい・のびのび・しあわせのまちづくり」
～みんなで助け合える地域社会の実現をめざして～という基本理念のもと、第3期交野市地域福
祉活動計画を策定し、市民の皆さんと地域福祉活動を行っています。各小学校区においては「校
区福祉委員会アクションプラン」を策定し、あいさつ運動・見守り活動・いきいきふれあいサロ
ン・子育てサロン・世代間交流などの活動を実施しています。

現在、令和4年度からの地域福祉活動の取り組みの指標となる、第4期交野市地域福祉活動計
画、校区福祉委員会アクションプランの策定をしています。市民の皆さんには令和2年度に実施
したアンケートなどを通して、住み慣れた地域を良くするための意見やアイデアをたくさんいただ
いています。コロナ禍において様々な活動が制限されていますが、「自分たちの住む地域を良くし
ていく」という想いを皆で共有し、実践していきたいと考えています。

９月２９日に校区福祉委員会とボランティアグループ連絡会向けの広報研修会「みんなでICT＊1を
学ぼう！」を開催しました。
（株）ビジネスラボラトリーとテレニシ（株）を講師にお招きし、スマートフォンの基本的な使用方
法やフェイスブックを例にしたSNS＊2での広報を学びました。参加者には、スマートフォン初心者から、
日ごろ便利に活用している人まで習熟度に幅がありましたが、和気あいあいと学びを深めることが
できました。
交野市社協では、コロナ禍でのふれあい・つながりの減少を補うため、また、スーパーや銀行が
遠いといった生活の不便さを補うための一つの手段として、スマートフォンなどのICTの活用が有効
であると考えています。
当会はICTの専門家ではありませんが、その時々の社会情勢や地域住民の
みなさんの声にアンテナを張り巡らせながら地域福祉のあり方を考えていきます。

第4期交野市地域福祉活動計画策定に向けて

校区福祉委員会で話し合い
アクションプランを
策定しています

 153,252,120
 129,685,560
22,781,195

15,775
32,396
737,248

0
0

142,270,427
1,000,000
1,000,000

141,270,427
1,117,708
1,044,961
1,635,093
127,710
9,470,087

8,150
846,424

96,679,163
30,341,131
295,522,547

26,303,167
39,501,987

△ 13,147,408
15,775
1,841

△ 721,408
675,602
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3,595,035
0
0

3,595,035
△ 71,854
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14,424,835
2,894,328

0
26,564,890
827,806
785,983
4,165,870
13,626

19,874,448
12,141,032
12,141,032
81,692,818

 37,893,975
7,600,320
2,561,469
1,701,277
12,163,932
1,988,736
654,655
4,694,197
23,657
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9,470,087
9,470,087
47,364,062

31,657,811
6,824,515
332,859

△ 1,701,277
14,400,958
△ 1,160,930

131,328
△ 528,327
10,031

13,368,716
2,670,945
2,670,945
34,328,756

 1,000,000
 1,000,000

 127,190,325
96,781,895
30,408,430

69,897
69,897
846,508
846,508

114,621,201
114,621,201
△ 4,564,125
243,727,931

 325,420,749

 1,000,000
1,000,000

127,020,294
96,679,163
30,341,131
106,357
106,357
846,424
846,424

119,185,410
 119,185,410
△ 745,020

 248,158,485

 295,522,547

 0
 0

 170,031
 102,732
 67,299
△ 36,460
△ 36,460

 84
 84

△ 4,564,209
△ 4,564,209
△ 3,819,105
△ 4,430,554

 29,898,202

169,187,493
9,633,787
34,237
15,840
675,602
8,328

179,555,287
1,000,000
1,000,000
1,045,854
2,190,355
1,443,238
12,141,032

8,150
846,508

96,781,895
30,408,430
144,865,462
145,865,462
325,420,749

14,424,835
2,894,328
26,564,890
827,806
785,983
4,165,870
13,626

19,874,448
69,551,786
12,141,032
12,141,032
81,692,818

243,727,931

★外出時はマスクをつけるなど感染症予防を十分に心がけてください。

https://www.youtube.com/channel/UC7Kv4Qfoa9fCUtkYUu0EYkg/featured
もしくは　　　　　　　　　　　　　 で　　　　  して下さい。司法書士しゅうちゃんねる 検 索

広報研修会「みんなでICTを学ぼう!」を開催しました

なるほど！
これは便利やな！

受講者の
声

70代 Aさん 70代 Bさん

SNSは食わず嫌いなところも
あったけど、話を聞いて自分に
も扱えるような気がしてきた。
少しずつ勉強して、自分たちの
日ごろの活動の様子をどんど
ん発信していけたらいいな。

自分はあんまりスマートフォンが得意ではな
いけど、みんなで助け合いながら、集会所で
スマートフォン教室ができるようになればいい
な。目標は孫もやっているオンライン飲み会！

注釈　＊1＝Information and Communication Technologyの略
　　　　　（情報通信技術を総称し、広義ではSNSもこのICTに含まれる）
　　　＊2＝Social Networking Serviceの略
　　　　　（フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどのコミュニケーションサービスを指す）



第 151号 2021（令和3）年11月6 ページ 第 151号 2021（令和3）年11月5 ページ 第 151号 2021（令和3）年11月4 ページ 2021（令和3）年11月3 ページ第 151号

脳の刺激になること脳の刺激になること
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資
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　社会福祉法に基づき、令和2年度交野市社会福祉協議会の決算の貸借対照表および財産目録を報告します。
　なお、社協だより「ふれあい」第150号（令和3年8月発行）の3ページに令和2年度事業報告および決算
報告を掲載しております。

■貸借対照表

■財産目録
（単位：円）Ⅰ　資産の部

現金預金    
事業未収金    
貯蔵品    
立替金
事業立替金
仮払金    
流　動　資　産　合　計
基本財産
基　本　財　産　合　計
車輌運搬具   
器具及び備品     
ソフトウェア   
退職給付引当資産   
長期預け金   
運用財産積立資産   
福祉基金積立資産   
災害対策基金積立資産   

その他の固定資産　合計
固定資産　合計

（単位：円）Ⅰ　資産の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

△ 

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　未収金
　貯蔵品
　立替金
　事業立替金
　仮払金
固定資産
　基本財産
　定期預金
その他の固定資産
　車輌運搬具
　器具及び備品
　有形リース資産
　ソフトウェア
　退職給付引当資産
　長期預け金
　運用財産積立資産
　福祉基金積立資産
　災害対策基金積立資産
資産の部　合計

資産の部　　合計

（単位：円）Ⅲ　純資産の部

基本金
　基本金
基金
　福祉基金
　災害対策基金
国庫補助金等特別積立金
　国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
　次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　目 当年度末 前年度末 増　減

令和2年度　貸借対照表および財産目録

（単位：円）Ⅱ　負債の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

流動負債
　事業未払金
　その他の未払金
　1年以内返済予定リース債務
　未返還金
　預り金
　職員預り金
　前受金
　仮受金
　賞与引当金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部　合計

（単位：円）Ⅱ　負債の部

事業未払金    
その他の未払金   
未返還金    
預り金    
職員預り金    
前受金    
仮受金
賞与引当金    
流　動　負　債　合　計
退職給付引当金   
固　定　負　債　合　計そ

の
他
の
固
定
資
産

交野市
高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるように支援させていただきます

地域包括支援センターコーナー

　お住まいの地域の活動やシルバーボランティアなどの社会活
動に参加してみませんか。役割を持つことで、生活に張りが出
るなど生きがいにつながることも。地域活動とは別に、家庭で
も孫やペットの世話、家事の分担など、役割を担いましょう。

★このようなことも「社会参加」になります

◉役割を持つことが生きがいにつながります

～社会参加で認知症を防ごう～
「閉じこもり」が脳や心身への衰弱を招く

　「閉じこもり」とは、週に1回も外出しないなど、1日のほとんどを家から出ない
状態をいいます。閉じこもりがちの人は、生活が不活発になるなどから、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。「社会参加」を
通じ、さまざまな人とつながるようにしましょう。

保 健 だ よ り

外出や人との交流に積極的に取り組みましょう

ひょうしょうたいしゃくたい

ざい さん もく ろく

Q．貸借対照表とは？
A．法人が保有するすべての資産と負債および純資産
　  の状態を示し、財務状況を表したもの。

Q．財産目録とは？
A．法人が保有するすべての資産と    
　  負債の種類や価額等を記したもの。

【と　　き】　令和4年1月14日（金）　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 3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

協力できる人

【定　　員】　50人
【費　　用】　無料
【申し込み】　1月7日（金）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）
【問い合わせ】　交野市地域包括支援センター

　☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

を開催します「認知症サポーターステップアップ講座」
　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？

た なか

「介護者向け講座」を開催しました

「権利擁護セミナー」を開催しました

認 知 症 介 護 者 向 け 講 座

9月24日（金）午前10時から、ゆうゆうセンターで、介護者向け講
座「認知症ケア　家族介護のポイント」を開催しました。
当日は感染症対策を充分に行った上で、日頃在宅で認知症の家族

を介護されている方を中心に講座と小グループに分かれて、在宅介
護の悩みや解決へのポイント等について意見交換や情報共有も行い
ました。

8月20日（金）午後2時から、ゆうゆうセンターで、交野市消費生活
センターと交野市地域包括支援センター共催による、権利擁護セミナ
ー「みんなで知ろう、高齢者サポートサービスについて」を開催しまし
た。
当日は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下のため、

大阪府のガイドラインに則り、感染症対策を実施し、人数制限を行い、
開催しました。
当日ご参加いただけなかった人のために、講師のふじもと司法書士

行政書士事務所（代表／藤本就子さん）のセミナーの状況を、
YouTubeでご覧いただけますのでご活用下さい。

権 利 擁 護 セ ミ ナ ー

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

どのグループもとても盛り上がって
お話しされていました。

皆さん熱心に聞かれていました。

脳を刺激することをはじめてみましょう
　頭を働かせる趣味は、脳を活性化させて認知症の予防につながります。また、はじめ
ての場所に行く、はじめてのことをするなどの刺激は脳を活性化させます。新しいこと
にどんどんチャレンジしてみましょう。

買い物に
行く

通院する

近くへ散歩
する

電話や
ビデオ通話で
会話する

趣味の
グループ活動
に参加する

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、専門家である
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～午後5時30分
祝日・年末年始を除く

日用品の買い物やバスなど
での外出、預貯金の管理、
献立を考えるなど、身の
回りのことを自分で行う
ことも脳の刺激になります。

●美術館や博物館に行く
●囲碁や将棋、麻雀などをする
●音読や簡単な計算問題をする

●日記をつける
●旅行に行く
●楽器演奏や絵を描く

交野市社協が事務局となり、「かかわりあって・たすけあい・のびのび・しあわせのまちづくり」
～みんなで助け合える地域社会の実現をめざして～という基本理念のもと、第3期交野市地域福
祉活動計画を策定し、市民の皆さんと地域福祉活動を行っています。各小学校区においては「校
区福祉委員会アクションプラン」を策定し、あいさつ運動・見守り活動・いきいきふれあいサロ
ン・子育てサロン・世代間交流などの活動を実施しています。

現在、令和4年度からの地域福祉活動の取り組みの指標となる、第4期交野市地域福祉活動計
画、校区福祉委員会アクションプランの策定をしています。市民の皆さんには令和2年度に実施
したアンケートなどを通して、住み慣れた地域を良くするための意見やアイデアをたくさんいただ
いています。コロナ禍において様々な活動が制限されていますが、「自分たちの住む地域を良くし
ていく」という想いを皆で共有し、実践していきたいと考えています。

９月２９日に校区福祉委員会とボランティアグループ連絡会向けの広報研修会「みんなでICT＊1を
学ぼう！」を開催しました。
（株）ビジネスラボラトリーとテレニシ（株）を講師にお招きし、スマートフォンの基本的な使用方
法やフェイスブックを例にしたSNS＊2での広報を学びました。参加者には、スマートフォン初心者から、
日ごろ便利に活用している人まで習熟度に幅がありましたが、和気あいあいと学びを深めることが
できました。
交野市社協では、コロナ禍でのふれあい・つながりの減少を補うため、また、スーパーや銀行が
遠いといった生活の不便さを補うための一つの手段として、スマートフォンなどのICTの活用が有効
であると考えています。
当会はICTの専門家ではありませんが、その時々の社会情勢や地域住民の
みなさんの声にアンテナを張り巡らせながら地域福祉のあり方を考えていきます。

第4期交野市地域福祉活動計画策定に向けて

校区福祉委員会で話し合い
アクションプランを
策定しています
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★外出時はマスクをつけるなど感染症予防を十分に心がけてください。

https://www.youtube.com/channel/UC7Kv4Qfoa9fCUtkYUu0EYkg/featured
もしくは　　　　　　　　　　　　　 で　　　　  して下さい。司法書士しゅうちゃんねる 検 索

広報研修会「みんなでICTを学ぼう!」を開催しました

なるほど！
これは便利やな！

受講者の
声

70代 Aさん 70代 Bさん

SNSは食わず嫌いなところも
あったけど、話を聞いて自分に
も扱えるような気がしてきた。
少しずつ勉強して、自分たちの
日ごろの活動の様子をどんど
ん発信していけたらいいな。

自分はあんまりスマートフォンが得意ではな
いけど、みんなで助け合いながら、集会所で
スマートフォン教室ができるようになればいい
な。目標は孫もやっているオンライン飲み会！

注釈　＊1＝Information and Communication Technologyの略
　　　　　（情報通信技術を総称し、広義ではSNSもこのICTに含まれる）
　　　＊2＝Social Networking Serviceの略
　　　　　（フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどのコミュニケーションサービスを指す）
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　社会福祉法に基づき、令和2年度交野市社会福祉協議会の決算の貸借対照表および財産目録を報告します。
　なお、社協だより「ふれあい」第150号（令和3年8月発行）の3ページに令和2年度事業報告および決算
報告を掲載しております。

■貸借対照表

■財産目録
（単位：円）Ⅰ　資産の部

現金預金    
事業未収金    
貯蔵品    
立替金
事業立替金
仮払金    
流　動　資　産　合　計
基本財産
基　本　財　産　合　計
車輌運搬具   
器具及び備品     
ソフトウェア   
退職給付引当資産   
長期預け金   
運用財産積立資産   
福祉基金積立資産   
災害対策基金積立資産   

その他の固定資産　合計
固定資産　合計

（単位：円）Ⅰ　資産の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

△ 

流動資産
　現金預金
　事業未収金
　未収金
　貯蔵品
　立替金
　事業立替金
　仮払金
固定資産
　基本財産
　定期預金
その他の固定資産
　車輌運搬具
　器具及び備品
　有形リース資産
　ソフトウェア
　退職給付引当資産
　長期預け金
　運用財産積立資産
　福祉基金積立資産
　災害対策基金積立資産
資産の部　合計

資産の部　　合計

（単位：円）Ⅲ　純資産の部

基本金
　基本金
基金
　福祉基金
　災害対策基金
国庫補助金等特別積立金
　国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
　運用財産積立金
次期繰越活動増減差額
　次期繰越活動増減差額
　(うち当期活動増減差額)
純資産の部合計

負債及び純資産の部合計

科　目 当年度末 前年度末 増　減

令和2年度　貸借対照表および財産目録

（単位：円）Ⅱ　負債の部
科　目 当年度末 前年度末 増　減

△ 

流動負債
　事業未払金
　その他の未払金
　1年以内返済予定リース債務
　未返還金
　預り金
　職員預り金
　前受金
　仮受金
　賞与引当金
固定負債
　退職給付引当金
負債の部　合計

（単位：円）Ⅱ　負債の部

事業未払金    
その他の未払金   
未返還金    
預り金    
職員預り金    
前受金    
仮受金
賞与引当金    
流　動　負　債　合　計
退職給付引当金   
固　定　負　債　合　計そ
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交野市
高齢者の皆さんが住み慣れた地域でいきいきと生活ができるように支援させていただきます

地域包括支援センターコーナー

　お住まいの地域の活動やシルバーボランティアなどの社会活
動に参加してみませんか。役割を持つことで、生活に張りが出
るなど生きがいにつながることも。地域活動とは別に、家庭で
も孫やペットの世話、家事の分担など、役割を担いましょう。

★このようなことも「社会参加」になります

◉役割を持つことが生きがいにつながります

～社会参加で認知症を防ごう～
「閉じこもり」が脳や心身への衰弱を招く

　「閉じこもり」とは、週に1回も外出しないなど、1日のほとんどを家から出ない
状態をいいます。閉じこもりがちの人は、生活が不活発になるなどから、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。「社会参加」を
通じ、さまざまな人とつながるようにしましょう。

保 健 だ よ り

外出や人との交流に積極的に取り組みましょう

ひょうしょうたいしゃくたい

ざい さん もく ろく

Q．貸借対照表とは？
A．法人が保有するすべての資産と負債および純資産
　  の状態を示し、財務状況を表したもの。

Q．財産目録とは？
A．法人が保有するすべての資産と    
　  負債の種類や価額等を記したもの。

【と　　き】　令和4年1月14日（金）　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 3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

協力できる人

【定　　員】　50人
【費　　用】　無料
【申し込み】　1月7日（金）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）
【問い合わせ】　交野市地域包括支援センター

　☎072-893-6426　　072-895-1192　担当　田中FAX

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

を開催します「認知症サポーターステップアップ講座」
　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？

た なか

「介護者向け講座」を開催しました

「権利擁護セミナー」を開催しました

認 知 症 介 護 者 向 け 講 座

9月24日（金）午前10時から、ゆうゆうセンターで、介護者向け講
座「認知症ケア　家族介護のポイント」を開催しました。
当日は感染症対策を充分に行った上で、日頃在宅で認知症の家族

を介護されている方を中心に講座と小グループに分かれて、在宅介
護の悩みや解決へのポイント等について意見交換や情報共有も行い
ました。

8月20日（金）午後2時から、ゆうゆうセンターで、交野市消費生活
センターと交野市地域包括支援センター共催による、権利擁護セミナ
ー「みんなで知ろう、高齢者サポートサービスについて」を開催しまし
た。
当日は、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言下のため、

大阪府のガイドラインに則り、感染症対策を実施し、人数制限を行い、
開催しました。
当日ご参加いただけなかった人のために、講師のふじもと司法書士

行政書士事務所（代表／藤本就子さん）のセミナーの状況を、
YouTubeでご覧いただけますのでご活用下さい。

権 利 擁 護 セ ミ ナ ー

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

どのグループもとても盛り上がって
お話しされていました。

皆さん熱心に聞かれていました。

脳を刺激することをはじめてみましょう
　頭を働かせる趣味は、脳を活性化させて認知症の予防につながります。また、はじめ
ての場所に行く、はじめてのことをするなどの刺激は脳を活性化させます。新しいこと
にどんどんチャレンジしてみましょう。

買い物に
行く

通院する

近くへ散歩
する

電話や
ビデオ通話で
会話する

趣味の
グループ活動
に参加する

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、専門家である
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～午後5時30分
祝日・年末年始を除く

日用品の買い物やバスなど
での外出、預貯金の管理、
献立を考えるなど、身の
回りのことを自分で行う
ことも脳の刺激になります。

●美術館や博物館に行く
●囲碁や将棋、麻雀などをする
●音読や簡単な計算問題をする

●日記をつける
●旅行に行く
●楽器演奏や絵を描く

交野市社協が事務局となり、「かかわりあって・たすけあい・のびのび・しあわせのまちづくり」
～みんなで助け合える地域社会の実現をめざして～という基本理念のもと、第3期交野市地域福
祉活動計画を策定し、市民の皆さんと地域福祉活動を行っています。各小学校区においては「校
区福祉委員会アクションプラン」を策定し、あいさつ運動・見守り活動・いきいきふれあいサロ
ン・子育てサロン・世代間交流などの活動を実施しています。

現在、令和4年度からの地域福祉活動の取り組みの指標となる、第4期交野市地域福祉活動計
画、校区福祉委員会アクションプランの策定をしています。市民の皆さんには令和2年度に実施
したアンケートなどを通して、住み慣れた地域を良くするための意見やアイデアをたくさんいただ
いています。コロナ禍において様々な活動が制限されていますが、「自分たちの住む地域を良くし
ていく」という想いを皆で共有し、実践していきたいと考えています。

９月２９日に校区福祉委員会とボランティアグループ連絡会向けの広報研修会「みんなでICT＊1を
学ぼう！」を開催しました。
（株）ビジネスラボラトリーとテレニシ（株）を講師にお招きし、スマートフォンの基本的な使用方
法やフェイスブックを例にしたSNS＊2での広報を学びました。参加者には、スマートフォン初心者から、
日ごろ便利に活用している人まで習熟度に幅がありましたが、和気あいあいと学びを深めることが
できました。
交野市社協では、コロナ禍でのふれあい・つながりの減少を補うため、また、スーパーや銀行が
遠いといった生活の不便さを補うための一つの手段として、スマートフォンなどのICTの活用が有効
であると考えています。
当会はICTの専門家ではありませんが、その時々の社会情勢や地域住民の
みなさんの声にアンテナを張り巡らせながら地域福祉のあり方を考えていきます。

第4期交野市地域福祉活動計画策定に向けて

校区福祉委員会で話し合い
アクションプランを
策定しています
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1,000,000

141,270,427
1,117,708
1,044,961
1,635,093
127,710
9,470,087

8,150
846,424

96,679,163
30,341,131
295,522,547
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3,595,035
△ 71,854
1,145,394
1,635,093
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14,400,958
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△ 528,327
10,031
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2,670,945
34,328,756

 1,000,000
 1,000,000

 127,190,325
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 1,000,000
1,000,000

127,020,294
96,679,163
30,341,131
106,357
106,357
846,424
846,424

119,185,410
 119,185,410
△ 745,020

 248,158,485
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 0
 0

 170,031
 102,732
 67,299
△ 36,460
△ 36,460

 84
 84

△ 4,564,209
△ 4,564,209
△ 3,819,105
△ 4,430,554

 29,898,202

169,187,493
9,633,787
34,237
15,840
675,602
8,328

179,555,287
1,000,000
1,000,000
1,045,854
2,190,355
1,443,238
12,141,032

8,150
846,508

96,781,895
30,408,430
144,865,462
145,865,462
325,420,749

14,424,835
2,894,328
26,564,890
827,806
785,983
4,165,870
13,626

19,874,448
69,551,786
12,141,032
12,141,032
81,692,818

243,727,931

★外出時はマスクをつけるなど感染症予防を十分に心がけてください。

https://www.youtube.com/channel/UC7Kv4Qfoa9fCUtkYUu0EYkg/featured
もしくは　　　　　　　　　　　　　 で　　　　  して下さい。司法書士しゅうちゃんねる 検 索

広報研修会「みんなでICTを学ぼう!」を開催しました

なるほど！
これは便利やな！

受講者の
声

70代 Aさん 70代 Bさん

SNSは食わず嫌いなところも
あったけど、話を聞いて自分に
も扱えるような気がしてきた。
少しずつ勉強して、自分たちの
日ごろの活動の様子をどんど
ん発信していけたらいいな。

自分はあんまりスマートフォンが得意ではな
いけど、みんなで助け合いながら、集会所で
スマートフォン教室ができるようになればいい
な。目標は孫もやっているオンライン飲み会！

注釈　＊1＝Information and Communication Technologyの略
　　　　　（情報通信技術を総称し、広義ではSNSもこのICTに含まれる）
　　　＊2＝Social Networking Serviceの略
　　　　　（フェイスブックやインスタグラム、ツイッターなどのコミュニケーションサービスを指す）
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◆社協の事業紹介 第5回 コミュニティーソーシャルワーカー事業／
　かたのサードプレイス
◆学生ボランティア活動紹介／ふくし教育／児童虐待防止推進月間
◆令和2年度　貸借対照表および財産目録
◆広報研修会を開催しました／地域福祉活動計画について
◆地域包括支援センターコーナー
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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。

善意銀行善意銀行
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。

2021

7月26日～9月29日

7月26日
7月27日
8月26日
9月27日
9月29日

2,600円

6,600円

6,600円

2,700円

6,600円

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

　今年も一斉に10月1日から共同募金運動がスタートしています。
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応
援する「じぶんの町を良くするしくみ」として、取り組まれています。
昨年は3,769,322円のあたたかい善意の募金をいただき、本当
にありがとうございました。また、12月1日からは地域歳末たす
けあい募金運動が共同募金の一環として行われます。
　皆さんからいただいた募金は、いったん大阪府共同募金会に集
められ、翌年度に地域配分金として配分を受け、地域の福祉活動
の推進・福祉団体やボランティア団体などの活動支援・災害対策
事業や移送サービス事業に役立てられています。
　皆さんのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根
共同募金

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

　今回初めて寺小屋のボランティアに参加してみて、子どもが遊び、
工作をしたり宿題をするだけではなく、大人の方も地域のボランティ
アの方々と交流することのできる素敵な場だと思いました。ボラン
ティアをしている方々とお話をする中で「ボランティアに今参加するこ
とで必ずこれからの将来に生かされるよ。」とおっしゃっていたことが
印象に残っています。私も将来人々を笑顔にするために、自ら行動す
ることのできる人になりたいと感じました。

　岩船小学校区福祉委員会で実施されているパソコン教室では、地域の
人が操作方法を学ばれています。皆さん、熱心に取り組まれており、わ
からないところがあると手を挙げてすぐに疑問を解決されています。ボラ
ンティアは、わからないところの操作をアドバイスするなど、お手伝いを
させていただいています。学ぶことも多く、楽しんで取り組めています。

出口さん 小物づくりにも挑戦しました

村上さん ボランティアも勉強になります

学生
ボランティア
活動紹介

　また児童虐待の事件が続きました。虐待
は子どもたちの身体を傷つけるだけでない、
こころにも大きな傷を残します。
　子どもたちだけでなくその保護者の方も
悩んでいます。
　NPO法人　児童虐待防止協会は、日頃
保護者だけでなく子どもたちからの電話も、
専門の相談員が受けています。

〈あなたの電話は、あなたのために、あの子のために〉
秘密は守ります。ぜひ、お電話ください。
上記の日程以外は平日午前11時から午後4時まで、ご相談を受
けています。子どもの虐待防止のためのオレンジリボンバッジも
扱っています。

URL   http://www.apca.jp

　ボランティアセンターでは、令和2年度学生ボランティアを募集し、今

年度から活動に参加してもらっています。コロナ禍で思うように活動が

できない状況ですが、活動の一例を紹介します。

移送サービス移送サービス

　今年度も移送サービス事業における運転ボランティアさん
が、新たに加わりました。１０月から活動をスタートしています。

舟山
ふな やま

浦上
うら かみ

運転ボランティアに新メンバー加入！

　『移送サービス』は、交野市社協が行っている独自事業です。
「どんな人が利用できるの？」「利用するにはどんな手続きが必要なの？」などの疑問にわかりやす
く説明します。車輌の見学や、運転ボランティアさんとの交流なども行いますので、関心のある団
体は、ぜひ出前講座をご利用ください。（緊急事態宣言発令中は、出前講座を休止します）

『移送サービス』に関する出前講座について

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　     072-895-1192FAX

交野市在住の概ね10人以上のグループまたは団体など
30分～1時間程度（ご希望により調整します）

安全運転でがんばっています！

と　き
ところ
内　容

対象者

定　員

申し込み・問い合わせ

12月15日（水）午後1時30分～３時30分（受付開始　午後1時～）
ボランティアセンター 2階　活動室
活動紹介や実際に活躍している人々から、ボランティア活動をする
ことになった経緯や活動内容、感想などをお話しいただきます。
ボランティア活動に関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎です）
15人　　　　　　無料　

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

児童虐待防止
推 進 月 間
児童虐待防止
推 進 月 間

11月は

社協の
事業紹介 第5回

社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ること」を目的としています。 
事業紹介の第５回目は、コミュニティーソーシャルワーカー事業について
です。

●どこに相談したらいいかわからない

●今後の生活をどうしたらいいか不安

●こどもが引きこもっている

●近所に心配な人がいる

●誰に相談したらいいかわからない

等々

お話をお伺いします。必要であれ
ば訪問もできます。ステップ ❶

解決していく方法を一緒に考え
ます。ステップ ❷

制度・サービスを活用して解決に
努めます。相談内容に応じて必要
な専門機関におつなぎします。

ステップ ❸

相談の流れ

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。

　社会的なつながりがない人
（不就労・不登校やひきこもり等）が気軽に集まれる
「場」としての機能と機会を設け、学校・会社・家以外
での居場所（サードプレイス）で人と関わる関わらない
関係なく気軽に集まれる場として過ごしていただきます。
※ご利用には事前の面接相談が必要です。

担　　当

と　　き

と こ ろ

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

問い合わせ 交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　　　
nijimaru@katano-shakyo.com

𠮷田・
よし だ

天場・
てん ば

鷲尾
わし お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、「福祉のなんでも相談員」です。
高齢、障がい、児童など分野にとらわれず、生活上の困りごとや悩みごとの相談を
うかがいながら、解決に向けて本人や家族と、相談窓口とのつなぎ役となります。

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）

「経験者が語るひきこもりからの回復支援」
　ひきこもり当事者の
思いや抜け出したきっ
かけ等の体験談や支援
活動について語ってい
ただきます。

と　き

ところ

講　師

定　員 申　込

申し込み・問い合わせ 担　当 𠮷田・
よし だ

鷲尾
わし お

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185

令和4年1月25日(火) 午後2時～4時（受付開始　午後1時30分～）
ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
当事者活動・ひきこもり支援アドバイザー　白石裕一さん
30人　参加費無料　　　　　  1月14日（金）まで

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

やさしく稲刈りを教えて
もらってうれしいな♪

　大阪府社協の機関誌「ふくしおおさか夏号」で、『とまら
な愛、大阪！ コロナ禍でも子どもたちのためにできる福祉
教育実践（P7）』という特集があり、交野小学校区福祉委
員会、交野市立交野小学校、交野市社協が協働して行う福
祉教育実践が紹介されました。
　これは、交野小学校区に農業経験者が多いという特性を
活かし、地域の人が先生となり、５年生の子どもたちに米
作りや生き物のことを教えています。
　この経験を通じて、子どもたちは地域の人から大切に思
われていることを実感し、自分も地域の一員であることに
気づくということを目的の１つにしています。

あい

　他の地域でも様々な実践が始まっていますので、次号で紹介します。

～おひとりでは外出が難し
い人の

お出かけを応援します～

参加費

　明確な定義はありませんが、「趣
味や健康維持、社会貢献などに意
欲的に取り組み、自分らしくいきい
きと人生を楽しんでいるシニア」の
こと。

担　当

対　　象
所要時間

問い合わせ

男性ボランティア大募集!!

　これまでの経験を活かして力を発揮してみよう！ という
男性を募集します。
　ボランティアセンターでの活動や、地域でのサロンのお手
伝い・広報誌の作成・会計関係、車の運転での送迎など、
力を貸していただきたいことがたくさんあります。
　現在、活躍されている人の話を聞いて、ボランティア活動
をはじめてみませんか。

“アクティブシニア”になりませんか？

アクティブシニアとは

申し込みはこちらからもできます▶

申し込みはこちらからもできます▲
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ふくしおおさか夏号

検 索交野市社協

しらいしゆういち

11月1日（月）～5日（金）
祝日含む午前11時～午後5時
☎06-6646-0088

赤い羽根オリジ
ナルグッズのご

案内

前年までのグッズも
若干在庫があります。
ご希望の方は窓口まで
お申し出ください。

オリジナルグッズを
進呈しています。
（数にかぎりがあります）

交野地区募金会窓口で一定額以上の
募金にご協力いただいた方には

初音ミク
グッズ

バンドリ
グッズ

ミクバッジ

缶バッジ

教 育

担　当 天場・
てん ば

舟山
ふなやま

「呪術廻戦」のコラ
ボグッズも近日到
着予定です。
詳しくは窓口で！！

呪術廻戦
グッズ

クリアファイル
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◆社協の事業紹介 第5回 コミュニティーソーシャルワーカー事業／
　かたのサードプレイス
◆学生ボランティア活動紹介／ふくし教育／児童虐待防止推進月間
◆令和2年度　貸借対照表および財産目録
◆広報研修会を開催しました／地域福祉活動計画について
◆地域包括支援センターコーナー
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◆保健だより～社会参加で認知症を防ごう～
◆男性ボランティア大募集!!／研修案内“ひきこもり”／
　移送サービスについて
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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。

善意銀行善意銀行
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。

2021

7月26日～9月29日

7月26日
7月27日
8月26日
9月27日
9月29日

2,600円

6,600円

6,600円

2,700円

6,600円

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

交野グラウンド・ゴルフ協会さんから

（株）栄　交野ガスリビングさんから

　今年も一斉に10月1日から共同募金運動がスタートしています。
共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ
るよう、さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を応
援する「じぶんの町を良くするしくみ」として、取り組まれています。
昨年は3,769,322円のあたたかい善意の募金をいただき、本当
にありがとうございました。また、12月1日からは地域歳末たす
けあい募金運動が共同募金の一環として行われます。
　皆さんからいただいた募金は、いったん大阪府共同募金会に集
められ、翌年度に地域配分金として配分を受け、地域の福祉活動
の推進・福祉団体やボランティア団体などの活動支援・災害対策
事業や移送サービス事業に役立てられています。
　皆さんのあたたかいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根
共同募金

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

　今回初めて寺小屋のボランティアに参加してみて、子どもが遊び、
工作をしたり宿題をするだけではなく、大人の方も地域のボランティ
アの方々と交流することのできる素敵な場だと思いました。ボラン
ティアをしている方々とお話をする中で「ボランティアに今参加するこ
とで必ずこれからの将来に生かされるよ。」とおっしゃっていたことが
印象に残っています。私も将来人々を笑顔にするために、自ら行動す
ることのできる人になりたいと感じました。

　岩船小学校区福祉委員会で実施されているパソコン教室では、地域の
人が操作方法を学ばれています。皆さん、熱心に取り組まれており、わ
からないところがあると手を挙げてすぐに疑問を解決されています。ボラ
ンティアは、わからないところの操作をアドバイスするなど、お手伝いを
させていただいています。学ぶことも多く、楽しんで取り組めています。

出口さん 小物づくりにも挑戦しました

村上さん ボランティアも勉強になります

学生
ボランティア
活動紹介

　また児童虐待の事件が続きました。虐待
は子どもたちの身体を傷つけるだけでない、
こころにも大きな傷を残します。
　子どもたちだけでなくその保護者の方も
悩んでいます。
　NPO法人　児童虐待防止協会は、日頃
保護者だけでなく子どもたちからの電話も、
専門の相談員が受けています。

〈あなたの電話は、あなたのために、あの子のために〉
秘密は守ります。ぜひ、お電話ください。
上記の日程以外は平日午前11時から午後4時まで、ご相談を受
けています。子どもの虐待防止のためのオレンジリボンバッジも
扱っています。

URL   http://www.apca.jp

　ボランティアセンターでは、令和2年度学生ボランティアを募集し、今

年度から活動に参加してもらっています。コロナ禍で思うように活動が

できない状況ですが、活動の一例を紹介します。

移送サービス移送サービス

　今年度も移送サービス事業における運転ボランティアさん
が、新たに加わりました。１０月から活動をスタートしています。

舟山
ふな やま

浦上
うら かみ

運転ボランティアに新メンバー加入！

　『移送サービス』は、交野市社協が行っている独自事業です。
「どんな人が利用できるの？」「利用するにはどんな手続きが必要なの？」などの疑問にわかりやす
く説明します。車輌の見学や、運転ボランティアさんとの交流なども行いますので、関心のある団
体は、ぜひ出前講座をご利用ください。（緊急事態宣言発令中は、出前講座を休止します）

『移送サービス』に関する出前講座について

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　     072-895-1192FAX

交野市在住の概ね10人以上のグループまたは団体など
30分～1時間程度（ご希望により調整します）

安全運転でがんばっています！

と　き
ところ
内　容

対象者

定　員

申し込み・問い合わせ

12月15日（水）午後1時30分～３時30分（受付開始　午後1時～）
ボランティアセンター 2階　活動室
活動紹介や実際に活躍している人々から、ボランティア活動をする
ことになった経緯や活動内容、感想などをお話しいただきます。
ボランティア活動に関心のある男性（夫婦での参加も大歓迎です）
15人　　　　　　無料　

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

児童虐待防止
推 進 月 間
児童虐待防止
推 進 月 間

11月は

社協の
事業紹介 第5回

社会福祉協議会は「地域福祉の推進を図ること」を目的としています。 
事業紹介の第５回目は、コミュニティーソーシャルワーカー事業について
です。

●どこに相談したらいいかわからない

●今後の生活をどうしたらいいか不安

●こどもが引きこもっている

●近所に心配な人がいる

●誰に相談したらいいかわからない

等々

お話をお伺いします。必要であれ
ば訪問もできます。ステップ ❶

解決していく方法を一緒に考え
ます。ステップ ❷

制度・サービスを活用して解決に
努めます。相談内容に応じて必要
な専門機関におつなぎします。

ステップ ❸

相談の流れ

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。

　社会的なつながりがない人
（不就労・不登校やひきこもり等）が気軽に集まれる
「場」としての機能と機会を設け、学校・会社・家以外
での居場所（サードプレイス）で人と関わる関わらない
関係なく気軽に集まれる場として過ごしていただきます。
※ご利用には事前の面接相談が必要です。

担　　当

と　　き

と こ ろ

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

問い合わせ 交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185　　　
nijimaru@katano-shakyo.com

𠮷田・
よし だ

天場・
てん ば

鷲尾
わし お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とは、「福祉のなんでも相談員」です。
高齢、障がい、児童など分野にとらわれず、生活上の困りごとや悩みごとの相談を
うかがいながら、解決に向けて本人や家族と、相談窓口とのつなぎ役となります。

コミュニティーソーシャルワーカー（CSW）

「経験者が語るひきこもりからの回復支援」
　ひきこもり当事者の
思いや抜け出したきっ
かけ等の体験談や支援
活動について語ってい
ただきます。

と　き

ところ

講　師

定　員 申　込

申し込み・問い合わせ 担　当 𠮷田・
よし だ

鷲尾
わし お

交野市社会福祉協議会
☎072-895-1185

令和4年1月25日(火) 午後2時～4時（受付開始　午後1時30分～）
ゆうゆうセンター 2階　お年寄り健康教室・体験学習室
当事者活動・ひきこもり支援アドバイザー　白石裕一さん
30人　参加費無料　　　　　  1月14日（金）まで

かたのかたの

サードプレイスサードプレイス

やさしく稲刈りを教えて
もらってうれしいな♪
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