
第 153号 2022（令和4）年5月2 ページ 第 153号 2022（令和4）年5月8 ページ 2022（令和4）年5月7 ページ第 153号

「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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も く じ

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～3月まで

大大募募集集!!!!
　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。
　「脱ぎ着しやすい」「脱ぎ着をさせやすい」工夫をすることで、体の不自由な
人や、介護をしている人の暮らしを応援しているボランティア活動があります。
　手持ちの服や既製服をほどく、布を足す、ファスナーやボタンを付ける等
の作業もありますよ。ほどくだけでも参加してみませんか？

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 交野市社会福祉協議会

と　き
ところ
講　師

対　象 定　員 参加費
申し込み

内　容

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

①7月12日（火） 午後  3時～4時
②7月13日（水） 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。介助は、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

　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寄せられた募金を原資とした配分が、
2月22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4年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和4年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,760,000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金額により、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！！

◆第4期交野市地域福祉活動計画／新入職員紹介
◆「健康寿命」ってご存じですか？
　移送サービス運転ボランティアさん大募集‼
　ふくし教育
◆令和4年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和4年度 事業計画及び予算
◆地域包括支援センターコーナー

はまゆりの会／権利擁護セミナー／本人ミーティング
認知症サポーターステップアップ講座
◆保健だより 歯科健診でオーラルフレイルを防ごう
◆第4期地域福祉活動計画について／出前講座
　ボランティアサロン「介護衣料ってどんなこと？」
◆共同募金ありがとうございました‼
　善意銀行
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交野市ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

6月7日（火）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階
介護衣料手作り「糸ぐるま」

市内周辺在住・在勤・在学者 10人（事前申込制）

更生保護啓発活動枚方・交野地区保護司会 印刷費 100,000

交野市駅前住宅自治会 防災訓練 災害備蓄用トイレ処理セット 250,000

交野市郡津区 地域福祉事業 書類作業用丁合機、専用台、搬入設置料 250,000

私部自主防災会 自主防災訓練 避難所備品（ワンタッチテント） 248,600
星田山手ボランティア街づくり推進会 住民参加型事業 防災倉庫・電気工事、棚等 250,000

3,498,600計

415,000計

100,000計

2,746,400計

向井田自治会 自治会体制強化事業 アクリル製プレート一式・結束バンド 250,000

交野市母子・父子寡婦福祉会 手芸（干支作り）料理　京都青少年科学センター 手芸材料代、食材代、見学代等 85,000

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000

松塚地区 松塚地区住民交流事業 機材レンタル、事務消耗品（コピー用紙、インク
カートリッジ）・ワイヤレスアンプ 250,000

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 申請内容 金　額

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

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区ふれあい交流事業 大型液晶ディスプレイ・スタンド・保護パネル 250,000

星田行政区 星田行政区福祉活動推進事業 両面有孔ボードパーティション 6台
アルミポール  12本

妙見東区自治会 妙見東区住民交流事業 機材等（電気・舞台設営・音響設備）借り上げ料

250,000

250,000

寺区自主防災会による避難所開設訓練寺区 災害用テント・炊き出し用調理器具
災害用運搬機（ハイキャッチ）

250,000

清掃・あいさつ活動郡津区同友会 保険料 30,000
交野市遺族会 鶉野戦争遺跡研修ツアー 100,000

高齢者と小学生との世代間交流
ニュースポーツ「公式ワナゲ大会」 公式ワナゲセット　7台等

研修交通費

交野市星友クラブ連合会 100,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業 800,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代、消耗品（車部品、事務用品）、通信運搬費等 700,000
災害対策事業 防災備品、非常食購入費 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 1,196,400

6,760,000

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

照明スタンド、ウイルス除菌剤、プラスチック手袋
非常食幾野連合自治会 防災事業 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 防災時及び通常時支援活動事業 250,000

森区 地域交流「秋祭」イベント行事 250,000テント一張、遊戯リース料等　食材、飲料等
景品、ペイント材料費等

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

　出前講座では、福祉の制度や相談窓口などを身近な事例を用いて説明します。講座一覧は当会窓口も
しくはQRコードから確認できます。申し込みにあたってはいくつか条件があります。

　人生100年時代と言われる近年、自身の培ってこられた経験を活かすことで、「心身ともに健康でいられる
（健康寿命の延伸）」を実感してみませんか？
　好きなことや得意分野を活かして、元気に楽しく生きるきっかけづくりをしましょう。

　この計画は市民、福祉団体、福祉施設、企業や事業所、市役所の各部署など様々な人が関わり、
令和4年4月からの交野市の地域福祉活動の内容をまとめたものになります。「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共生社会の実現をめざし
て～という基本理念の元、地域福祉活動を推進していきます。
　特に、市民の皆さんにより身近なところでは、校区福祉委員会のアクションプランがあります。
各小学校区の校区福祉委員会の方々が、様々な意見やアイデアをまとめ、地元の活動や環境に即
したものを作成されています。内容は各校区の福祉委員会でも配布していますし、社協のホーム
ページにも掲載していますので是非ご覧ください。
　交野市に「住む人」、「働く人」みんなで協力し合い、「これからも住みつづけたい」「これからも働
きつづけたい」と思える交野市にしていきましょう。

第4期交野市地域福祉活動計画が完成しました！

交野市で活き活きと
「暮らす・働く」ための
地域福祉活動内容や
方向性について話し合い
を重ねてきました。

FAX

※その他の条件や申し込みについては、QRコードからご確認いただくか、社会福祉協議会（☎072-895-1185）までお電話ください

申し込みできる団体 市内在住、在勤、在学の10人以上で構成された団体・グループ
時　間 原則、土日祝日を除く、午前10時から午後5時までの間で20分から2時間程度
場　所 交野市内（会場は申し込み団体側で手配してください）
費　用 無料

社会福祉協議会の出前講座知らなきゃ損する福祉のアレコレ

感染症対策を実施しながら運行中です

と　き
ところ
内　容

参加費
申し込み・
問い合わせ

無料
交野市社会福祉協議会
担当：舟山・天場
☎072-895-1185
　072-895-1192

5月30日（月）午前10時～12時（受付　午前9：30～）
ボランティアセンター1階　活動室
●健康寿命ってなぁに？
●交野市内にある活動紹介、活動者との交流会など

対　象 交野市民 定　員 15人（事前申込制）

申し込みはこちらからもできます
FAX

ふな やま てん ば

人と
話がしたい

コツコツ一人
での作業が好き

子どもと
関わりたい

スマホや
パソコンの
操作が好き地域に

関わりたい

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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。

運転が好き

運転ボランティアさん運転ボランティアさん

教 育

介護衣料ってどんなこと？

活動紹介・体験

『健康寿命』ってご存じですか？

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
堀内　護さんから
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
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから
（有）コバシ産業さんから
(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月19日
1月31日
2月14日
2月21日
2月25日
3月17日
3月18日
3月30日

2,600円
6,600円
10,000円
2,400円
6,600円
2,700円

非常用食品等
6,600円

☎072-895-1185　　
　 072-895-1192
◀申し込みはこちらからもできます
FAX

 移送
サービス

　交野みらい小学校の開校に伴い、4月より長宝寺小学校区・交野小学
校区福祉委員会も統合し、新たに交野みらい校区福祉委員会として
活動を開始しました。

　例年、交野小学校区福祉委員会では、地域を花でいっぱいにしよう！をコンセプトに、交野小学校1年生
の児童と『花いっぱい運動』と題してチューリップの球根を植える活動を行ってきました。昨年度は、校
区福祉委員会の統合を見据えて長宝寺小学校区福祉委員会でも同じ活動を実施し、委員同士の交流も行い
ました。その時に植えたチューリップが、入学式に彩りを添えました。今年の秋には1年生が、来年入学し
てくる新1年生のためにチューリップを植えます。こうしてこの活動は次の学年に受け継がれていきます。

チューリップの球根って
こんな形してるんやあ！

色とりどりのチューリップが
1年生をお出迎え♪

改良パジャマズボン
（マジックテープ使用）
※通常は白テープ
　使用です
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　4月に3人の新入職員を迎えました。各部署に配属され、新しいことを吸収しようと前向きにがんばって
います。見かけられた時には、お気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。

メッセージ

 新しい仲間を紹介します！！

●撮影のため、一時的にマスクを外しています。

地域包括支援センター事業

「その人らしく」を大切にした支援
を心がけています。どうぞよろしく
お願いします。また、昨年大阪に引
越してきたのですが、まだまだ分か
らないこともありまして…いろいろ
と教えていただけたらと思います！

趣　　味

好きな言葉

ドラム・パーカッション・
お囃子
人を楽しませて自分も楽しむ

地域包括支援センター事業

心や身体の事、生活していく上で起
こる色々な悩みに「相談して前向き
になった、元気になった」と言って
もらえる様、向き合い寄り添ってい
きたいと思っています。よろしくお
願いします。

趣　　味

好きな言葉

バレーボール・音楽鑑賞
来るべき明日を待つな　過ぎ

去りし昨日を追うな　今日と今を逃すな

大貫　鼓
つづみおお ぬき

堺  まゆみ

メッセージ

さかい

詳しくは、
P7を

ご覧ください。

地域包括支援センター 社会福祉協議会

米谷　友見
みともよね たに

生活困窮者自立支援事業・
資金貸付事業・CSW事業

地域のことを色々教えていただきな
がら、地域の身近な相談役になれる
ようにと思っています。お見かけの
際には、お気軽にお声をかけてくだ
さい。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな言葉

美術館巡り
ご縁は積み重ねていく、
築き上げていく

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

nijimaru@katano-shakyo.com
https://katano-shakyo.com/

第 153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

交野市社会福祉協議会
ホームページ ▶検 索交野市社協マスコットキャラクター

にじ丸ちゃん

交野みらい校区福祉委員会の活動スタート!!



第 153号 2022（令和4）年5月2 ページ 第 153号 2022（令和4）年5月8 ページ 2022（令和4）年5月7 ページ第 153号

「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　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

・・・・・・・・・・・ P2
・・・・・・・・・・ P3

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P4
・・・・・・・・・アップ・・・・・・・・・・・・・・・ P5

 

・・・ 6
・・ P7

　 

も く じ

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～3月まで

大大募募集集!!!!
　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。
　「脱ぎ着しやすい」「脱ぎ着をさせやすい」工夫をすることで、体の不自由な
人や、介護をしている人の暮らしを応援しているボランティア活動があります。
　手持ちの服や既製服をほどく、布を足す、ファスナーやボタンを付ける等
の作業もありますよ。ほどくだけでも参加してみませんか？

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 交野市社会福祉協議会

と　き
ところ
講　師

対　象 定　員 参加費
申し込み

内　容

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

①7月12日（火） 午後  3時～4時
②7月13日（水） 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。介助は、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

　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寄せられた募金を原資とした配分が、
2月22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4年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和4年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,760,000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金額により、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！！

◆第4期交野市地域福祉活動計画／新入職員紹介
◆「健康寿命」ってご存じですか？
　移送サービス運転ボランティアさん大募集‼
　ふくし教育
◆令和4年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和4年度 事業計画及び予算
◆地域包括支援センターコーナー

はまゆりの会／権利擁護セミナー／本人ミーティング
認知症サポーターステップアップ講座

◆保健だより 歯科健診でオーラルフレイルを防ごう
◆第4期地域福祉活動計画について／出前講座
　ボランティアサロン「介護衣料ってどんなこと？」
◆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 無料

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

6月7日（火）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階
介護衣料手作り「糸ぐるま」

市内周辺在住・在勤・在学者 10人（事前申込制）

更生保護啓発活動枚方・交野地区保護司会 印刷費 100,000

交野市駅前住宅自治会 防災訓練 災害備蓄用トイレ処理セット 250,000

交野市郡津区 地域福祉事業 書類作業用丁合機、専用台、搬入設置料 250,000

私部自主防災会 自主防災訓練 避難所備品（ワンタッチテント） 248,600
星田山手ボランティア街づくり推進会 住民参加型事業 防災倉庫・電気工事、棚等 250,000

3,498,600計

415,000計

100,000計

2,746,400計

向井田自治会 自治会体制強化事業 アクリル製プレート一式・結束バンド 250,000

交野市母子・父子寡婦福祉会 手芸（干支作り）料理　京都青少年科学センター 手芸材料代、食材代、見学代等 85,000

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000

松塚地区 松塚地区住民交流事業 機材レンタル、事務消耗品（コピー用紙、インク
カートリッジ）・ワイヤレスアンプ 250,000

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 申請内容 金　額

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

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区ふれあい交流事業 大型液晶ディスプレイ・スタンド・保護パネル 250,000

星田行政区 星田行政区福祉活動推進事業 両面有孔ボードパーティション 6台
アルミポール  12本

妙見東区自治会 妙見東区住民交流事業 機材等（電気・舞台設営・音響設備）借り上げ料

250,000

250,000

寺区自主防災会による避難所開設訓練寺区 災害用テント・炊き出し用調理器具
災害用運搬機（ハイキャッチ）

250,000

清掃・あいさつ活動郡津区同友会 保険料 30,000
交野市遺族会 鶉野戦争遺跡研修ツアー 100,000

高齢者と小学生との世代間交流
ニュースポーツ「公式ワナゲ大会」 公式ワナゲセット　7台等

研修交通費

交野市星友クラブ連合会 100,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業 800,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代、消耗品（車部品、事務用品）、通信運搬費等 700,000
災害対策事業 防災備品、非常食購入費 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 1,196,400

6,760,000

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

照明スタンド、ウイルス除菌剤、プラスチック手袋
非常食幾野連合自治会 防災事業 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 防災時及び通常時支援活動事業 250,000

森区 地域交流「秋祭」イベント行事 250,000テント一張、遊戯リース料等　食材、飲料等
景品、ペイント材料費等

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

　出前講座では、福祉の制度や相談窓口などを身近な事例を用いて説明します。講座一覧は当会窓口も
しくはQRコードから確認できます。申し込みにあたってはいくつか条件があります。

　人生100年時代と言われる近年、自身の培ってこられた経験を活かすことで、「心身ともに健康でいられる
（健康寿命の延伸）」を実感してみませんか？
　好きなことや得意分野を活かして、元気に楽しく生きるきっかけづくりをしましょう。

　この計画は市民、福祉団体、福祉施設、企業や事業所、市役所の各部署など様々な人が関わり、
令和4年4月からの交野市の地域福祉活動の内容をまとめたものになります。「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共生社会の実現をめざし
て～という基本理念の元、地域福祉活動を推進していきます。
　特に、市民の皆さんにより身近なところでは、校区福祉委員会のアクションプランがあります。
各小学校区の校区福祉委員会の方々が、様々な意見やアイデアをまとめ、地元の活動や環境に即
したものを作成されています。内容は各校区の福祉委員会でも配布していますし、社協のホーム
ページにも掲載していますので是非ご覧ください。
　交野市に「住む人」、「働く人」みんなで協力し合い、「これからも住みつづけたい」「これからも働
きつづけたい」と思える交野市にしていきましょう。

第4期交野市地域福祉活動計画が完成しました！

交野市で活き活きと
「暮らす・働く」ための
地域福祉活動内容や
方向性について話し合い
を重ねてきました。

FAX

※その他の条件や申し込みについては、QRコードからご確認いただくか、社会福祉協議会（☎072-895-1185）までお電話ください

申し込みできる団体 市内在住、在勤、在学の10人以上で構成された団体・グループ
時　間 原則、土日祝日を除く、午前10時から午後5時までの間で20分から2時間程度
場　所 交野市内（会場は申し込み団体側で手配してください）
費　用 無料

社会福祉協議会の出前講座知らなきゃ損する福祉のアレコレ

感染症対策を実施しながら運行中です

と　き
ところ
内　容

参加費
申し込み・
問い合わせ

無料
交野市社会福祉協議会
担当：舟山・天場
☎072-895-1185
　072-895-1192

5月30日（月）午前10時～12時（受付　午前9：30～）
ボランティアセンター1階　活動室
●健康寿命ってなぁに？
●交野市内にある活動紹介、活動者との交流会など

対　象 交野市民 定　員 15人（事前申込制）

申し込みはこちらからもできます
FAX

ふな やま てん ば

人と
話がしたい

コツコツ一人
での作業が好き

子どもと
関わりたい

スマホや
パソコンの
操作が好き地域に

関わりたい

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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。

運転が好き

運転ボランティアさん運転ボランティアさん

教 育

介護衣料ってどんなこと？

活動紹介・体験

『健康寿命』ってご存じですか？

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
堀内　護さんから
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
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから
（有）コバシ産業さんから
(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月19日
1月31日
2月14日
2月21日
2月25日
3月17日
3月18日
3月30日

2,600円
6,600円
10,000円
2,400円
6,600円
2,700円

非常用食品等
6,600円

☎072-895-1185　　
　 072-895-1192
◀申し込みはこちらからもできます
FAX

 移送
サービス

　交野みらい小学校の開校に伴い、4月より長宝寺小学校区・交野小学
校区福祉委員会も統合し、新たに交野みらい校区福祉委員会として
活動を開始しました。

　例年、交野小学校区福祉委員会では、地域を花でいっぱいにしよう！をコンセプトに、交野小学校1年生
の児童と『花いっぱい運動』と題してチューリップの球根を植える活動を行ってきました。昨年度は、校
区福祉委員会の統合を見据えて長宝寺小学校区福祉委員会でも同じ活動を実施し、委員同士の交流も行い
ました。その時に植えたチューリップが、入学式に彩りを添えました。今年の秋には1年生が、来年入学し
てくる新1年生のためにチューリップを植えます。こうしてこの活動は次の学年に受け継がれていきます。

チューリップの球根って
こんな形してるんやあ！

色とりどりのチューリップが
1年生をお出迎え♪

改良パジャマズボン
（マジックテープ使用）
※通常は白テープ
　使用です
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　4月に3人の新入職員を迎えました。各部署に配属され、新しいことを吸収しようと前向きにがんばって
います。見かけられた時には、お気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。

メッセージ

 新しい仲間を紹介します！！

●撮影のため、一時的にマスクを外しています。

地域包括支援センター事業

「その人らしく」を大切にした支援
を心がけています。どうぞよろしく
お願いします。また、昨年大阪に引
越してきたのですが、まだまだ分か
らないこともありまして…いろいろ
と教えていただけたらと思います！

趣　　味

好きな言葉

ドラム・パーカッション・
お囃子
人を楽しませて自分も楽しむ

地域包括支援センター事業

心や身体の事、生活していく上で起
こる色々な悩みに「相談して前向き
になった、元気になった」と言って
もらえる様、向き合い寄り添ってい
きたいと思っています。よろしくお
願いします。

趣　　味

好きな言葉

バレーボール・音楽鑑賞
来るべき明日を待つな　過ぎ

去りし昨日を追うな　今日と今を逃すな

大貫　鼓
つづみおお ぬき

堺  まゆみ

メッセージ

さかい

詳しくは、
P7を

ご覧ください。

地域包括支援センター 社会福祉協議会

米谷　友見
みともよね たに

生活困窮者自立支援事業・
資金貸付事業・CSW事業

地域のことを色々教えていただきな
がら、地域の身近な相談役になれる
ようにと思っています。お見かけの
際には、お気軽にお声をかけてくだ
さい。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな言葉

美術館巡り
ご縁は積み重ねていく、
築き上げていく

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

nijimaru@katano-shakyo.com
https://katano-shakyo.com/

第 153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

交野市社会福祉協議会
ホームページ ▶検 索交野市社協マスコットキャラクター

にじ丸ちゃん

交野みらい校区福祉委員会の活動スタート!!
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　信頼できる「かかりつけ歯科医」がいると安心です。長く
つきあうことで歯や口の状態のデータが継続して蓄積される
ので、より適切で効果的な治療やメンテナンス、アドバイスな
どが受けられます。

歯科健診の
主な内容

★かみごたえ抜群！  春が旬の食材

～歯科健診でオーラルフレイルを防ごう～
口腔機能の低下（オーラルフレイル）は全身のフレイルの
原因になります
　口腔機能（歯や口の機能）は、「食べること」や「話すこと」など健康的な日常
生活を送るうえで欠かせない機能です。
　口腔機能の低下は認知症とも密接に関係しています。歯や口の健康が衰えると、
それをきっかけとして全身に悪影響がおよび、やがて寝たきりなどの要介護状態に
陥ってしまう危険があります。日々の口腔ケアをこころがけましょう！

保 健 だ よ り

定期的な歯科健診を受けましょう

身近なところで
心配な方に気づいたときは旬の食材を食べて

フレイル予防
交野市地域包括支援センター
☎072-893-6426連絡先

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。

　「かむ力」が衰えはじめると、やわらかい食材
ばかりを選びがちになり、栄養バランスも崩れま
す。かみごたえのある食材をメニューに一品取り
入れるだけでも、かむ機能を維持・向上させるト
レーニングになります。

　たんぱく質は、筋肉の元となりからだをつくる重
要な栄養素。たけのこにはたんぱく質のほか、食物
繊維やカリウムも豊富で高血圧予防にもなります。

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

●歯や歯ぐきの状態の確認（むし歯、歯周病の有無など） 
●義歯（入れ歯）の状態の確認　　　●かむ力・飲み込む力の評価
●口腔状態の確認（舌苔、口腔乾燥の有無など）
●歯石の除去、みがき残しの清掃　　●ブラッシング指導など

ご相談ください

◎たけのこはたんぱく質も豊富

　歯や口のトラブルは、初期段階では自覚症状が少な
いものです。オーラルフレイルが進行する前に発見し、
改善することが重要です。
　半年に1度を目安にして歯科医院でチェックしても
らいましょう。

ぜっ たい

わかめ たけのこ 新ごぼう アスパラ

「はまゆりの会」令和4年度 第1回目を開催します
　今まで若年性認知症の介護者を対象に「はまゆりの会」の活動を行っていましたが、今年度
から対象を広げて、認知症の人の家族の交流会として新たに活動していくこととなりました。

た なか よしかね

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できるように支援させていただきます

交野市

認知症の人の
家族交流会

【と　　き】 5月16日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症の人を介護している家族
【定　　員】 15人程度 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月9日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「本人ミーティング」を開催します
　認知症やMCI（軽度認知障害）の本人同士が集い、自身の思いや悩み、必要としている事や
これからやってみたい事、そして、暮らしやすい地域のあり方を本音で語り合える場「本人ミー
ティング」を開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

た なか よしかね

認知症の
本人の
交流の場

【と　　き】 6月20日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症やMCI（軽度認知障害）の本人
【定　　員】 15人程度　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月13日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「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？

た なか よしかね

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

【と　　き】 6月24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 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人

【定　　員】 30人　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月17日（金）まで　　担当　田中・吉兼

※ご家族等の付き添い可

【と　　き】 5月25日（水）　午後2時～ 4時 （受付開始　午後1時30分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 4階　交流ホール　【講 　 師】 はるか法律事務所 弁護士　五條　操　氏
【対 象 者】 市民・関心のある人
【定　　員】 先着100人 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月13日（金）まで　　担当　土佐・荻野

と さ おぎ の
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

ごじょう みさお

お問い合わせ・お申し込みは下記までご連絡ください。
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　　072-895-1192FAX

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506 100

予算内訳
歳入 　292,506千円 歳出 　292,506千円

令和4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、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（△5,977千円)については、前期末支払資金残高
（57,167千円）から措置します。

受託金収入 210,922 72.1

経常経費補助金収入 32,880 11.2

介護保険事業収入 26,371 9.0

事業収入 12,195 4.2

会費収入 5,386 1.8

サービス区分間繰入金収入 3,412 1.2

その他の収入 861 0.3

寄付金収入 369 0.1

受取利息配当金収入 110 0.1

世代間交流センター受託事業 71,030 24.3

地域包括支援センター運営事業 60,376 20.6

法人運営事業 38,847 13.3

小地域ネットワーク活動推進事業 25,779 8.8

生活困窮者自立支援事業 19,459 6.7

介護予防支援事業 26,371 9.0

緊急通報システム事業 11,449 3.9

福祉サービス利用援助事業 8,532 2.9

ボランティア活動推進事業 8,604 2.9

認知症総合支援事業 7,815 2.7

共同募金配分事業 6,760 2.3

コミュニティソーシャルワーカー事業 5,722 2.0

生活支援コーディネーター設置事業 4,478 1.5

その他の事業　　＊① 3,261 1.1

当期資金収支差額＊② △ 5,977 －2.0

●3月31日に開催された理事会・評議員会で、令和4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。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　改正社会福祉法や改正労働施策総合推進法等の改正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。また、各広報に
おいてQRコードやSNS（Facebook・Instagram・Twitter）を活用した情報発信を強化していきます。

（2）第４期地域福祉活動計画の推進
　市が策定する「第４期交野市地域福祉計画」と連動し、社会の変化に合わせて、地域に係るすべての関係者や
専門機関などの連携のもと、分野を横断して対応する仕組みづくりを行ってまいります。地域福祉活動計画の
基本理念、基本目標を実現するため、校区福祉委員会アクションプランを推進し、地域の実情に応じた形で、地
域住民がつながり、地域の生活課題を解決する取り組みを進めてまいります。

（3）災害時に備えた取り組みの実施
　一人ひとりの日頃からの備えを進めるとともに、住民、地域、行政、関係機関等とのネットワークの強化を図
るなど、地域の防災活動を引き続き充実させ、いざというときに助け合いができるよう、災害時に備え、基盤整
備・体制づくりを進めます。

（4）最期まで自分らしく暮らすための「地域包括ケアシステム」の構築
 　認知症になっても住み慣れた場所で最期まで暮らすことができるよう、地域全体でのサポート体制の構築な
ど、「認知症バリアフリー」の推進に取り組むとともに、本人だけではなく、介護する家族も支えるために、悩み
を共有できる場の提供や支援の充実を図っていきます。また、地域特性に応じた、支え合いによる地域づくり推
進に向け、多職種及び多機関と連携・協働し、拠点づくりなど社会資源の開発に取り組んでいきます。

　近年、社会福祉協議会には地域福祉の「連携・協働の中核」としての役割を担うことが求められています。今まで培
ってきた関係機関との連携を強化し、地域の支え合い活動等を積極的に支援していくとともに、サービスの一層の充実を
図ってまいります。また、新たな指定管理期間の初年度となる世代間交流センターやボランティアセンターの適正な施設
管理も行っていきます。さらに、今年度は４か年計画である第４期地域福祉活動計画がスタートします。策定における
プロセスでは、多様な主体同士の新たなつながりが生まれ、ネットワークの拡充にもつながりました。この活動計画の基
本理念である“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共生社会の実
現をめざして～”の実現に向けて、地域福祉にかかわる皆様とともに活動計画の推進に努めてまいります。

　3月から住民のみなさんや事業所のみなさんに社協賛助会員会費についてご協力いただきました。
本当にありがとうございました。
　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、社協賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける場合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4年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月4日現在
（単位：円）

4月4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 4,420,248円

地　　区

企業賛助会員会費額 769,000円

4月4日現在
総額 5,189,248円

65,900

150,600

139,735

43,210

145,850

449,700

161,800

582,300

533,900

289,540

93,000

127,500

5,000

84,163

1,200

513,400

129,400

202,200

109,300

226,100

124,000

86,800

155,650

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）

★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
EMN合同会社
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
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
西岡　昭榮
合同会社フジタ建材
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
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
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
小林診療所
ほっこりatホーム
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
中村建工
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
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
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
サービス付き高齢者向け住宅
　一休交野
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
クレモト歯科小児歯科
ダスキン交野
有限会社わかみや製パン
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
MOS KITCHEN
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
有限会社大成
セカンドたなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
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
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
美容室さつき
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
大澤　佐知子
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
岩崎全功
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
ほしだ幼稚園

「権利擁護セミナー」を開催します
　お一人暮らしの高齢者等が、安心して暮らしていくために、消費者被害の未然防止やその相
談窓口について一緒に学びませんか？

消費者被害の
防止について
学びませんか？
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　信頼できる「かかりつけ歯科医」がいると安心です。長く
つきあうことで歯や口の状態のデータが継続して蓄積される
ので、より適切で効果的な治療やメンテナンス、アドバイスな
どが受けられます。

歯科健診の
主な内容

★かみごたえ抜群！  春が旬の食材

～歯科健診でオーラルフレイルを防ごう～
口腔機能の低下（オーラルフレイル）は全身のフレイルの
原因になります
　口腔機能（歯や口の機能）は、「食べること」や「話すこと」など健康的な日常
生活を送るうえで欠かせない機能です。
　口腔機能の低下は認知症とも密接に関係しています。歯や口の健康が衰えると、
それをきっかけとして全身に悪影響がおよび、やがて寝たきりなどの要介護状態に
陥ってしまう危険があります。日々の口腔ケアをこころがけましょう！

保 健 だ よ り

定期的な歯科健診を受けましょう

身近なところで
心配な方に気づいたときは旬の食材を食べて

フレイル予防
交野市地域包括支援センター
☎072-893-6426連絡先

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。

　「かむ力」が衰えはじめると、やわらかい食材
ばかりを選びがちになり、栄養バランスも崩れま
す。かみごたえのある食材をメニューに一品取り
入れるだけでも、かむ機能を維持・向上させるト
レーニングになります。

　たんぱく質は、筋肉の元となりからだをつくる重
要な栄養素。たけのこにはたんぱく質のほか、食物
繊維やカリウムも豊富で高血圧予防にもなります。

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

●歯や歯ぐきの状態の確認（むし歯、歯周病の有無など） 
●義歯（入れ歯）の状態の確認　　　●かむ力・飲み込む力の評価
●口腔状態の確認（舌苔、口腔乾燥の有無など）
●歯石の除去、みがき残しの清掃　　●ブラッシング指導など

ご相談ください

◎たけのこはたんぱく質も豊富

　歯や口のトラブルは、初期段階では自覚症状が少な
いものです。オーラルフレイルが進行する前に発見し、
改善することが重要です。
　半年に1度を目安にして歯科医院でチェックしても
らいましょう。

ぜっ たい

わかめ たけのこ 新ごぼう アスパラ

「はまゆりの会」令和4年度 第1回目を開催します
　今まで若年性認知症の介護者を対象に「はまゆりの会」の活動を行っていましたが、今年度
から対象を広げて、認知症の人の家族の交流会として新たに活動していくこととなりました。

た なか よしかね

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できるように支援させていただきます

交野市

認知症の人の
家族交流会

【と　　き】 5月16日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症の人を介護している家族
【定　　員】 15人程度 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月9日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「本人ミーティング」を開催します
　認知症やMCI（軽度認知障害）の本人同士が集い、自身の思いや悩み、必要としている事や
これからやってみたい事、そして、暮らしやすい地域のあり方を本音で語り合える場「本人ミー
ティング」を開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

た なか よしかね

認知症の
本人の
交流の場

【と　　き】 6月20日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症やMCI（軽度認知障害）の本人
【定　　員】 15人程度　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月13日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「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？

た なか よしかね

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

【と　　き】 6月24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 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人

【定　　員】 30人　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月17日（金）まで　　担当　田中・吉兼

※ご家族等の付き添い可

【と　　き】 5月25日（水）　午後2時～ 4時 （受付開始　午後1時30分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 4階　交流ホール　【講 　 師】 はるか法律事務所 弁護士　五條　操　氏
【対 象 者】 市民・関心のある人
【定　　員】 先着100人 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月13日（金）まで　　担当　土佐・荻野

と さ おぎ の
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

ごじょう みさお

お問い合わせ・お申し込みは下記までご連絡ください。
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　　072-895-1192FAX

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506 100

予算内訳
歳入 　292,506千円 歳出 　292,506千円

令和4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、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（△5,977千円)については、前期末支払資金残高
（57,167千円）から措置します。

受託金収入 210,922 72.1

経常経費補助金収入 32,880 11.2

介護保険事業収入 26,371 9.0

事業収入 12,195 4.2

会費収入 5,386 1.8

サービス区分間繰入金収入 3,412 1.2

その他の収入 861 0.3

寄付金収入 369 0.1

受取利息配当金収入 110 0.1

世代間交流センター受託事業 71,030 24.3

地域包括支援センター運営事業 60,376 20.6

法人運営事業 38,847 13.3

小地域ネットワーク活動推進事業 25,779 8.8

生活困窮者自立支援事業 19,459 6.7

介護予防支援事業 26,371 9.0

緊急通報システム事業 11,449 3.9

福祉サービス利用援助事業 8,532 2.9

ボランティア活動推進事業 8,604 2.9

認知症総合支援事業 7,815 2.7

共同募金配分事業 6,760 2.3

コミュニティソーシャルワーカー事業 5,722 2.0

生活支援コーディネーター設置事業 4,478 1.5

その他の事業　　＊① 3,261 1.1

当期資金収支差額＊② △ 5,977 －2.0

●3月31日に開催された理事会・評議員会で、令和4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。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　改正社会福祉法や改正労働施策総合推進法等の改正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。また、各広報に
おいてQRコードやSNS（Facebook・Instagram・Twitter）を活用した情報発信を強化していきます。

（2）第４期地域福祉活動計画の推進
　市が策定する「第４期交野市地域福祉計画」と連動し、社会の変化に合わせて、地域に係るすべての関係者や
専門機関などの連携のもと、分野を横断して対応する仕組みづくりを行ってまいります。地域福祉活動計画の
基本理念、基本目標を実現するため、校区福祉委員会アクションプランを推進し、地域の実情に応じた形で、地
域住民がつながり、地域の生活課題を解決する取り組みを進めてまいります。

（3）災害時に備えた取り組みの実施
　一人ひとりの日頃からの備えを進めるとともに、住民、地域、行政、関係機関等とのネットワークの強化を図
るなど、地域の防災活動を引き続き充実させ、いざというときに助け合いができるよう、災害時に備え、基盤整
備・体制づくりを進めます。

（4）最期まで自分らしく暮らすための「地域包括ケアシステム」の構築
 　認知症になっても住み慣れた場所で最期まで暮らすことができるよう、地域全体でのサポート体制の構築な
ど、「認知症バリアフリー」の推進に取り組むとともに、本人だけではなく、介護する家族も支えるために、悩み
を共有できる場の提供や支援の充実を図っていきます。また、地域特性に応じた、支え合いによる地域づくり推
進に向け、多職種及び多機関と連携・協働し、拠点づくりなど社会資源の開発に取り組んでいきます。

　近年、社会福祉協議会には地域福祉の「連携・協働の中核」としての役割を担うことが求められています。今まで培
ってきた関係機関との連携を強化し、地域の支え合い活動等を積極的に支援していくとともに、サービスの一層の充実を
図ってまいります。また、新たな指定管理期間の初年度となる世代間交流センターやボランティアセンターの適正な施設
管理も行っていきます。さらに、今年度は４か年計画である第４期地域福祉活動計画がスタートします。策定における
プロセスでは、多様な主体同士の新たなつながりが生まれ、ネットワークの拡充にもつながりました。この活動計画の基
本理念である“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共生社会の実
現をめざして～”の実現に向けて、地域福祉にかかわる皆様とともに活動計画の推進に努めてまいります。

　3月から住民のみなさんや事業所のみなさんに社協賛助会員会費についてご協力いただきました。
本当にありがとうございました。
　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、社協賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける場合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4年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月4日現在
（単位：円）

4月4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 4,420,248円

地　　区

企業賛助会員会費額 769,000円

4月4日現在
総額 5,189,248円

65,900

150,600

139,735

43,210

145,850

449,700

161,800

582,300

533,900

289,540

93,000

127,500

5,000

84,163

1,200

513,400

129,400

202,200

109,300

226,100

124,000

86,800

155,650

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）

★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
EMN合同会社
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
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
西岡　昭榮
合同会社フジタ建材
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
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
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
小林診療所
ほっこりatホーム
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
中村建工
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
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
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
サービス付き高齢者向け住宅
　一休交野
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
クレモト歯科小児歯科
ダスキン交野
有限会社わかみや製パン
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
MOS KITCHEN
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
有限会社大成
セカンドたなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
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
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
美容室さつき
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
大澤　佐知子
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
岩崎全功
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
ほしだ幼稚園

「権利擁護セミナー」を開催します
　お一人暮らしの高齢者等が、安心して暮らしていくために、消費者被害の未然防止やその相
談窓口について一緒に学びませんか？

消費者被害の
防止について
学びませんか？
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　信頼できる「かかりつけ歯科医」がいると安心です。長く
つきあうことで歯や口の状態のデータが継続して蓄積される
ので、より適切で効果的な治療やメンテナンス、アドバイスな
どが受けられます。

歯科健診の
主な内容

★かみごたえ抜群！  春が旬の食材

～歯科健診でオーラルフレイルを防ごう～
口腔機能の低下（オーラルフレイル）は全身のフレイルの
原因になります
　口腔機能（歯や口の機能）は、「食べること」や「話すこと」など健康的な日常
生活を送るうえで欠かせない機能です。
　口腔機能の低下は認知症とも密接に関係しています。歯や口の健康が衰えると、
それをきっかけとして全身に悪影響がおよび、やがて寝たきりなどの要介護状態に
陥ってしまう危険があります。日々の口腔ケアをこころがけましょう！

保 健 だ よ り

定期的な歯科健診を受けましょう

身近なところで
心配な方に気づいたときは旬の食材を食べて

フレイル予防
交野市地域包括支援センター
☎072-893-6426連絡先

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。

　「かむ力」が衰えはじめると、やわらかい食材
ばかりを選びがちになり、栄養バランスも崩れま
す。かみごたえのある食材をメニューに一品取り
入れるだけでも、かむ機能を維持・向上させるト
レーニングになります。

　たんぱく質は、筋肉の元となりからだをつくる重
要な栄養素。たけのこにはたんぱく質のほか、食物
繊維やカリウムも豊富で高血圧予防にもなります。

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

●歯や歯ぐきの状態の確認（むし歯、歯周病の有無など） 
●義歯（入れ歯）の状態の確認　　　●かむ力・飲み込む力の評価
●口腔状態の確認（舌苔、口腔乾燥の有無など）
●歯石の除去、みがき残しの清掃　　●ブラッシング指導など

ご相談ください

◎たけのこはたんぱく質も豊富

　歯や口のトラブルは、初期段階では自覚症状が少な
いものです。オーラルフレイルが進行する前に発見し、
改善することが重要です。
　半年に1度を目安にして歯科医院でチェックしても
らいましょう。

ぜっ たい

わかめ たけのこ 新ごぼう アスパラ

「はまゆりの会」令和4年度 第1回目を開催します
　今まで若年性認知症の介護者を対象に「はまゆりの会」の活動を行っていましたが、今年度
から対象を広げて、認知症の人の家族の交流会として新たに活動していくこととなりました。

た なか よしかね

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できるように支援させていただきます

交野市

認知症の人の
家族交流会

【と　　き】 5月16日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症の人を介護している家族
【定　　員】 15人程度 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月9日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「本人ミーティング」を開催します
　認知症やMCI（軽度認知障害）の本人同士が集い、自身の思いや悩み、必要としている事や
これからやってみたい事、そして、暮らしやすい地域のあり方を本音で語り合える場「本人ミー
ティング」を開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

た なか よしかね

認知症の
本人の
交流の場

【と　　き】 6月20日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症やMCI（軽度認知障害）の本人
【定　　員】 15人程度　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月13日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「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？

た なか よしかね

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

【と　　き】 6月24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 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人

【定　　員】 30人　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月17日（金）まで　　担当　田中・吉兼

※ご家族等の付き添い可

【と　　き】 5月25日（水）　午後2時～ 4時 （受付開始　午後1時30分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 4階　交流ホール　【講 　 師】 はるか法律事務所 弁護士　五條　操　氏
【対 象 者】 市民・関心のある人
【定　　員】 先着100人 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月13日（金）まで　　担当　土佐・荻野

と さ おぎ の
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

ごじょう みさお

お問い合わせ・お申し込みは下記までご連絡ください。
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　　072-895-1192FAX

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506 100

予算内訳
歳入 　292,506千円 歳出 　292,506千円

令和4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、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（△5,977千円)については、前期末支払資金残高
（57,167千円）から措置します。

受託金収入 210,922 72.1

経常経費補助金収入 32,880 11.2

介護保険事業収入 26,371 9.0

事業収入 12,195 4.2

会費収入 5,386 1.8

サービス区分間繰入金収入 3,412 1.2

その他の収入 861 0.3

寄付金収入 369 0.1

受取利息配当金収入 110 0.1

世代間交流センター受託事業 71,030 24.3

地域包括支援センター運営事業 60,376 20.6

法人運営事業 38,847 13.3

小地域ネットワーク活動推進事業 25,779 8.8

生活困窮者自立支援事業 19,459 6.7

介護予防支援事業 26,371 9.0

緊急通報システム事業 11,449 3.9

福祉サービス利用援助事業 8,532 2.9

ボランティア活動推進事業 8,604 2.9

認知症総合支援事業 7,815 2.7

共同募金配分事業 6,760 2.3

コミュニティソーシャルワーカー事業 5,722 2.0

生活支援コーディネーター設置事業 4,478 1.5

その他の事業　　＊① 3,261 1.1

当期資金収支差額＊② △ 5,977 －2.0

●3月31日に開催された理事会・評議員会で、令和4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。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　改正社会福祉法や改正労働施策総合推進法等の改正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。また、各広報に
おいてQRコードやSNS（Facebook・Instagram・Twitter）を活用した情報発信を強化していきます。

（2）第４期地域福祉活動計画の推進
　市が策定する「第４期交野市地域福祉計画」と連動し、社会の変化に合わせて、地域に係るすべての関係者や
専門機関などの連携のもと、分野を横断して対応する仕組みづくりを行ってまいります。地域福祉活動計画の
基本理念、基本目標を実現するため、校区福祉委員会アクションプランを推進し、地域の実情に応じた形で、地
域住民がつながり、地域の生活課題を解決する取り組みを進めてまいります。

（3）災害時に備えた取り組みの実施
　一人ひとりの日頃からの備えを進めるとともに、住民、地域、行政、関係機関等とのネットワークの強化を図
るなど、地域の防災活動を引き続き充実させ、いざというときに助け合いができるよう、災害時に備え、基盤整
備・体制づくりを進めます。

（4）最期まで自分らしく暮らすための「地域包括ケアシステム」の構築
 　認知症になっても住み慣れた場所で最期まで暮らすことができるよう、地域全体でのサポート体制の構築な
ど、「認知症バリアフリー」の推進に取り組むとともに、本人だけではなく、介護する家族も支えるために、悩み
を共有できる場の提供や支援の充実を図っていきます。また、地域特性に応じた、支え合いによる地域づくり推
進に向け、多職種及び多機関と連携・協働し、拠点づくりなど社会資源の開発に取り組んでいきます。

　近年、社会福祉協議会には地域福祉の「連携・協働の中核」としての役割を担うことが求められています。今まで培
ってきた関係機関との連携を強化し、地域の支え合い活動等を積極的に支援していくとともに、サービスの一層の充実を
図ってまいります。また、新たな指定管理期間の初年度となる世代間交流センターやボランティアセンターの適正な施設
管理も行っていきます。さらに、今年度は４か年計画である第４期地域福祉活動計画がスタートします。策定における
プロセスでは、多様な主体同士の新たなつながりが生まれ、ネットワークの拡充にもつながりました。この活動計画の基
本理念である“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共生社会の実
現をめざして～”の実現に向けて、地域福祉にかかわる皆様とともに活動計画の推進に努めてまいります。

　3月から住民のみなさんや事業所のみなさんに社協賛助会員会費についてご協力いただきました。
本当にありがとうございました。
　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、社協賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける場合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4年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月4日現在
（単位：円）

4月4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 4,420,248円

地　　区

企業賛助会員会費額 769,000円

4月4日現在
総額 5,189,248円

65,900

150,600

139,735

43,210

145,850

449,700

161,800

582,300

533,900

289,540

93,000

127,500

5,000

84,163

1,200

513,400

129,400

202,200

109,300

226,100

124,000

86,800

155,650

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）

★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
EMN合同会社
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
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
西岡　昭榮
合同会社フジタ建材
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
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
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
小林診療所
ほっこりatホーム
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
中村建工
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
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
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
サービス付き高齢者向け住宅
　一休交野
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
クレモト歯科小児歯科
ダスキン交野
有限会社わかみや製パン
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
MOS KITCHEN
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
有限会社大成
セカンドたなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
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
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
美容室さつき
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
大澤　佐知子
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
岩崎全功
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
ほしだ幼稚園

「権利擁護セミナー」を開催します
　お一人暮らしの高齢者等が、安心して暮らしていくために、消費者被害の未然防止やその相
談窓口について一緒に学びませんか？

消費者被害の
防止について
学びませんか？
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　信頼できる「かかりつけ歯科医」がいると安心です。長く
つきあうことで歯や口の状態のデータが継続して蓄積される
ので、より適切で効果的な治療やメンテナンス、アドバイスな
どが受けられます。

歯科健診の
主な内容

★かみごたえ抜群！  春が旬の食材

～歯科健診でオーラルフレイルを防ごう～
口腔機能の低下（オーラルフレイル）は全身のフレイルの
原因になります
　口腔機能（歯や口の機能）は、「食べること」や「話すこと」など健康的な日常
生活を送るうえで欠かせない機能です。
　口腔機能の低下は認知症とも密接に関係しています。歯や口の健康が衰えると、
それをきっかけとして全身に悪影響がおよび、やがて寝たきりなどの要介護状態に
陥ってしまう危険があります。日々の口腔ケアをこころがけましょう！

保 健 だ よ り

定期的な歯科健診を受けましょう

身近なところで
心配な方に気づいたときは旬の食材を食べて

フレイル予防
交野市地域包括支援センター
☎072-893-6426連絡先

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。

　「かむ力」が衰えはじめると、やわらかい食材
ばかりを選びがちになり、栄養バランスも崩れま
す。かみごたえのある食材をメニューに一品取り
入れるだけでも、かむ機能を維持・向上させるト
レーニングになります。

　たんぱく質は、筋肉の元となりからだをつくる重
要な栄養素。たけのこにはたんぱく質のほか、食物
繊維やカリウムも豊富で高血圧予防にもなります。

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

●歯や歯ぐきの状態の確認（むし歯、歯周病の有無など） 
●義歯（入れ歯）の状態の確認　　　●かむ力・飲み込む力の評価
●口腔状態の確認（舌苔、口腔乾燥の有無など）
●歯石の除去、みがき残しの清掃　　●ブラッシング指導など

ご相談ください

◎たけのこはたんぱく質も豊富

　歯や口のトラブルは、初期段階では自覚症状が少な
いものです。オーラルフレイルが進行する前に発見し、
改善することが重要です。
　半年に1度を目安にして歯科医院でチェックしても
らいましょう。

ぜっ たい

わかめ たけのこ 新ごぼう アスパラ

「はまゆりの会」令和4年度 第1回目を開催します
　今まで若年性認知症の介護者を対象に「はまゆりの会」の活動を行っていましたが、今年度
から対象を広げて、認知症の人の家族の交流会として新たに活動していくこととなりました。

た なか よしかね

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できるように支援させていただきます

交野市

認知症の人の
家族交流会

【と　　き】 5月16日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症の人を介護している家族
【定　　員】 15人程度 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月9日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「本人ミーティング」を開催します
　認知症やMCI（軽度認知障害）の本人同士が集い、自身の思いや悩み、必要としている事や
これからやってみたい事、そして、暮らしやすい地域のあり方を本音で語り合える場「本人ミー
ティング」を開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

た なか よしかね

認知症の
本人の
交流の場

【と　　き】 6月20日（月）　午後1時30分～ 3時30分 （受付開始　午後1時15分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 1階　レストランスペース　【対 象 者】 認知症やMCI（軽度認知障害）の本人
【定　　員】 15人程度　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月13日（月）まで　　担当　田中・吉兼

「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？

た なか よしかね

認知症の人の
お手伝いを
しませんか？

【と　　き】 6月24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 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人

【定　　員】 30人　　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 6月17日（金）まで　　担当　田中・吉兼

※ご家族等の付き添い可

【と　　き】 5月25日（水）　午後2時～ 4時 （受付開始　午後1時30分～）
【と こ ろ】 ゆうゆうセンター 4階　交流ホール　【講 　 師】 はるか法律事務所 弁護士　五條　操　氏
【対 象 者】 市民・関心のある人
【定　　員】 先着100人 　　【費　　用】 無料　　　【申し込み】 5月13日（金）まで　　担当　土佐・荻野

と さ おぎ の
※手話通訳・要約筆記が必要な方は予約時にお伝え下さい。

※講座受講後に活動者として登録をしていただきます。

ごじょう みさお

お問い合わせ・お申し込みは下記までご連絡ください。
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　　072-895-1192FAX

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506    100

事業計画及び予算

金額
（千円）

割合
（％）

合計 292,506 100

予算内訳
歳入 　292,506千円 歳出 　292,506千円

令和4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、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（△5,977千円)については、前期末支払資金残高
（57,167千円）から措置します。

受託金収入 210,922 72.1

経常経費補助金収入 32,880 11.2

介護保険事業収入 26,371 9.0

事業収入 12,195 4.2

会費収入 5,386 1.8

サービス区分間繰入金収入 3,412 1.2

その他の収入 861 0.3

寄付金収入 369 0.1

受取利息配当金収入 110 0.1

世代間交流センター受託事業 71,030 24.3

地域包括支援センター運営事業 60,376 20.6

法人運営事業 38,847 13.3

小地域ネットワーク活動推進事業 25,779 8.8

生活困窮者自立支援事業 19,459 6.7

介護予防支援事業 26,371 9.0

緊急通報システム事業 11,449 3.9

福祉サービス利用援助事業 8,532 2.9

ボランティア活動推進事業 8,604 2.9

認知症総合支援事業 7,815 2.7

共同募金配分事業 6,760 2.3

コミュニティソーシャルワーカー事業 5,722 2.0

生活支援コーディネーター設置事業 4,478 1.5

その他の事業　　＊① 3,261 1.1

当期資金収支差額＊② △ 5,977 －2.0

●3月31日に開催された理事会・評議員会で、令和4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。

（1）適正な法人運営及び適正なガバナンス体制の構築
　改正社会福祉法や改正労働施策総合推進法等の改正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。また、各広報に
おいてQRコードやSNS（Facebook・Instagram・Twitter）を活用した情報発信を強化していきます。

（2）第４期地域福祉活動計画の推進
　市が策定する「第４期交野市地域福祉計画」と連動し、社会の変化に合わせて、地域に係るすべての関係者や
専門機関などの連携のもと、分野を横断して対応する仕組みづくりを行ってまいります。地域福祉活動計画の
基本理念、基本目標を実現するため、校区福祉委員会アクションプランを推進し、地域の実情に応じた形で、地
域住民がつながり、地域の生活課題を解決する取り組みを進めてまいります。

（3）災害時に備えた取り組みの実施
　一人ひとりの日頃からの備えを進めるとともに、住民、地域、行政、関係機関等とのネットワークの強化を図
るなど、地域の防災活動を引き続き充実させ、いざというときに助け合いができるよう、災害時に備え、基盤整
備・体制づくりを進めます。

（4）最期まで自分らしく暮らすための「地域包括ケアシステム」の構築
 　認知症になっても住み慣れた場所で最期まで暮らすことができるよう、地域全体でのサポート体制の構築な
ど、「認知症バリアフリー」の推進に取り組むとともに、本人だけではなく、介護する家族も支えるために、悩み
を共有できる場の提供や支援の充実を図っていきます。また、地域特性に応じた、支え合いによる地域づくり推
進に向け、多職種及び多機関と連携・協働し、拠点づくりなど社会資源の開発に取り組んでいきます。

　近年、社会福祉協議会には地域福祉の「連携・協働の中核」としての役割を担うことが求められています。今まで培
ってきた関係機関との連携を強化し、地域の支え合い活動等を積極的に支援していくとともに、サービスの一層の充実を
図ってまいります。また、新たな指定管理期間の初年度となる世代間交流センターやボランティアセンターの適正な施設
管理も行っていきます。さらに、今年度は４か年計画である第４期地域福祉活動計画がスタートします。策定における
プロセスでは、多様な主体同士の新たなつながりが生まれ、ネットワークの拡充にもつながりました。この活動計画の基
本理念である“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共生社会の実
現をめざして～”の実現に向けて、地域福祉にかかわる皆様とともに活動計画の推進に努めてまいります。

　3月から住民のみなさんや事業所のみなさんに社協賛助会員会費についてご協力いただきました。
本当にありがとうございました。
　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、社協賛助会員は随時受け付けております。ご協力いただける場合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4年度の
社協賛助会員会費は

一般・特別賛助会員会費

4月4日現在
（単位：円）

4月4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 4,420,248円

地　　区

企業賛助会員会費額 769,000円

4月4日現在
総額 5,189,248円

65,900

150,600

139,735

43,210

145,850

449,700

161,800

582,300

533,900

289,540

93,000

127,500

5,000

84,163

1,200

513,400

129,400

202,200

109,300

226,100

124,000

86,800

155,650

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）

★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
EMN合同会社
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
交野開発株式会社
シルバークリーニング清水
西岡　昭榮
合同会社フジタ建材
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
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
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
小林診療所
ほっこりatホーム
明石クリニック
野村医院
株式会社加地
新庄陸五郎商店
中村建工
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
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
前内技研工業株式会社

★3,000円
株式会社アミエル
サービス付き高齢者向け住宅
　一休交野
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
クレモト歯科小児歯科
ダスキン交野
有限会社わかみや製パン
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
MOS KITCHEN
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
有限会社大成
セカンドたなかや
相馬運送株式会社
すし家の繁
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
今堀ぶどう園
カタノ紙工　
美容室さつき
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
大澤　佐知子
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
岩崎全功
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
ほしだ幼稚園

「権利擁護セミナー」を開催します
　お一人暮らしの高齢者等が、安心して暮らしていくために、消費者被害の未然防止やその相
談窓口について一緒に学びませんか？

消費者被害の
防止について
学びませんか？



第 153号 2022（令和4）年5月2 ページ 第 153号 2022（令和4）年5月8 ページ 2022（令和4）年5月7 ページ第 153号

「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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も く じ

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～3月まで

大大募募集集!!!!
　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。
　「脱ぎ着しやすい」「脱ぎ着をさせやすい」工夫をすることで、体の不自由な
人や、介護をしている人の暮らしを応援しているボランティア活動があります。
　手持ちの服や既製服をほどく、布を足す、ファスナーやボタンを付ける等
の作業もありますよ。ほどくだけでも参加してみませんか？

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 交野市社会福祉協議会

と　き
ところ
講　師

対　象 定　員 参加費
申し込み

内　容

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

①7月12日（火） 午後  3時～4時
②7月13日（水） 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。介助は、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

　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寄せられた募金を原資とした配分が、
2月22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4年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和4年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,760,000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金額により、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！！

◆第4期交野市地域福祉活動計画／新入職員紹介
◆「健康寿命」ってご存じですか？
　移送サービス運転ボランティアさん大募集‼
　ふくし教育
◆令和4年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和4年度 事業計画及び予算
◆地域包括支援センターコーナー

はまゆりの会／権利擁護セミナー／本人ミーティング
認知症サポーターステップアップ講座

◆保健だより 歯科健診でオーラルフレイルを防ごう
◆第4期地域福祉活動計画について／出前講座
　ボランティアサロン「介護衣料ってどんなこと？」
◆共同募金ありがとうございました‼
　善意銀行
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交野市ボランティアセンター　☎ 072-894-3737　　 072-891-3340

6月7日（火）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階
介護衣料手作り「糸ぐるま」

市内周辺在住・在勤・在学者 10人（事前申込制）

更生保護啓発活動枚方・交野地区保護司会 印刷費 100,000

交野市駅前住宅自治会 防災訓練 災害備蓄用トイレ処理セット 250,000

交野市郡津区 地域福祉事業 書類作業用丁合機、専用台、搬入設置料 250,000

私部自主防災会 自主防災訓練 避難所備品（ワンタッチテント） 248,600
星田山手ボランティア街づくり推進会 住民参加型事業 防災倉庫・電気工事、棚等 250,000

3,498,600計

415,000計

100,000計

2,746,400計

向井田自治会 自治会体制強化事業 アクリル製プレート一式・結束バンド 250,000

交野市母子・父子寡婦福祉会 手芸（干支作り）料理　京都青少年科学センター 手芸材料代、食材代、見学代等 85,000

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000

松塚地区 松塚地区住民交流事業 機材レンタル、事務消耗品（コピー用紙、インク
カートリッジ）・ワイヤレスアンプ 250,000

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 申請内容 金　額

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

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区ふれあい交流事業 大型液晶ディスプレイ・スタンド・保護パネル 250,000

星田行政区 星田行政区福祉活動推進事業 両面有孔ボードパーティション 6台
アルミポール  12本

妙見東区自治会 妙見東区住民交流事業 機材等（電気・舞台設営・音響設備）借り上げ料

250,000

250,000

寺区自主防災会による避難所開設訓練寺区 災害用テント・炊き出し用調理器具
災害用運搬機（ハイキャッチ）

250,000

清掃・あいさつ活動郡津区同友会 保険料 30,000
交野市遺族会 鶉野戦争遺跡研修ツアー 100,000

高齢者と小学生との世代間交流
ニュースポーツ「公式ワナゲ大会」 公式ワナゲセット　7台等

研修交通費

交野市星友クラブ連合会 100,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業 800,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代、消耗品（車部品、事務用品）、通信運搬費等 700,000
災害対策事業 防災備品、非常食購入費 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 1,196,400

6,760,000

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

照明スタンド、ウイルス除菌剤、プラスチック手袋
非常食幾野連合自治会 防災事業 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 防災時及び通常時支援活動事業 250,000

森区 地域交流「秋祭」イベント行事 250,000テント一張、遊戯リース料等　食材、飲料等
景品、ペイント材料費等

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

　出前講座では、福祉の制度や相談窓口などを身近な事例を用いて説明します。講座一覧は当会窓口も
しくはQRコードから確認できます。申し込みにあたってはいくつか条件があります。

　人生100年時代と言われる近年、自身の培ってこられた経験を活かすことで、「心身ともに健康でいられる
（健康寿命の延伸）」を実感してみませんか？
　好きなことや得意分野を活かして、元気に楽しく生きるきっかけづくりをしましょう。

　この計画は市民、福祉団体、福祉施設、企業や事業所、市役所の各部署など様々な人が関わり、
令和4年4月からの交野市の地域福祉活動の内容をまとめたものになります。「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共生社会の実現をめざし
て～という基本理念の元、地域福祉活動を推進していきます。
　特に、市民の皆さんにより身近なところでは、校区福祉委員会のアクションプランがあります。
各小学校区の校区福祉委員会の方々が、様々な意見やアイデアをまとめ、地元の活動や環境に即
したものを作成されています。内容は各校区の福祉委員会でも配布していますし、社協のホーム
ページにも掲載していますので是非ご覧ください。
　交野市に「住む人」、「働く人」みんなで協力し合い、「これからも住みつづけたい」「これからも働
きつづけたい」と思える交野市にしていきましょう。

第4期交野市地域福祉活動計画が完成しました！

交野市で活き活きと
「暮らす・働く」ための
地域福祉活動内容や
方向性について話し合い
を重ねてきました。

FAX

※その他の条件や申し込みについては、QRコードからご確認いただくか、社会福祉協議会（☎072-895-1185）までお電話ください

申し込みできる団体 市内在住、在勤、在学の10人以上で構成された団体・グループ
時　間 原則、土日祝日を除く、午前10時から午後5時までの間で20分から2時間程度
場　所 交野市内（会場は申し込み団体側で手配してください）
費　用 無料

社会福祉協議会の出前講座知らなきゃ損する福祉のアレコレ

感染症対策を実施しながら運行中です

と　き
ところ
内　容

参加費
申し込み・
問い合わせ

無料
交野市社会福祉協議会
担当：舟山・天場
☎072-895-1185
　072-895-1192

5月30日（月）午前10時～12時（受付　午前9：30～）
ボランティアセンター1階　活動室
●健康寿命ってなぁに？
●交野市内にある活動紹介、活動者との交流会など

対　象 交野市民 定　員 15人（事前申込制）

申し込みはこちらからもできます
FAX

ふな やま てん ば

人と
話がしたい

コツコツ一人
での作業が好き

子どもと
関わりたい

スマホや
パソコンの
操作が好き地域に

関わりたい

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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。

運転が好き

運転ボランティアさん運転ボランティアさん

教 育

介護衣料ってどんなこと？

活動紹介・体験

『健康寿命』ってご存じですか？

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
堀内　護さんから
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
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから
（有）コバシ産業さんから
(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月19日
1月31日
2月14日
2月21日
2月25日
3月17日
3月18日
3月30日

2,600円
6,600円
10,000円
2,400円
6,600円
2,700円

非常用食品等
6,600円

☎072-895-1185　　
　 072-895-1192
◀申し込みはこちらからもできます
FAX

 移送
サービス

　交野みらい小学校の開校に伴い、4月より長宝寺小学校区・交野小学
校区福祉委員会も統合し、新たに交野みらい校区福祉委員会として
活動を開始しました。

　例年、交野小学校区福祉委員会では、地域を花でいっぱいにしよう！をコンセプトに、交野小学校1年生
の児童と『花いっぱい運動』と題してチューリップの球根を植える活動を行ってきました。昨年度は、校
区福祉委員会の統合を見据えて長宝寺小学校区福祉委員会でも同じ活動を実施し、委員同士の交流も行い
ました。その時に植えたチューリップが、入学式に彩りを添えました。今年の秋には1年生が、来年入学し
てくる新1年生のためにチューリップを植えます。こうしてこの活動は次の学年に受け継がれていきます。

チューリップの球根って
こんな形してるんやあ！

色とりどりのチューリップが
1年生をお出迎え♪

改良パジャマズボン
（マジックテープ使用）
※通常は白テープ
　使用です
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　4月に3人の新入職員を迎えました。各部署に配属され、新しいことを吸収しようと前向きにがんばって
います。見かけられた時には、お気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。

メッセージ

 新しい仲間を紹介します！！

●撮影のため、一時的にマスクを外しています。

地域包括支援センター事業

「その人らしく」を大切にした支援
を心がけています。どうぞよろしく
お願いします。また、昨年大阪に引
越してきたのですが、まだまだ分か
らないこともありまして…いろいろ
と教えていただけたらと思います！

趣　　味

好きな言葉

ドラム・パーカッション・
お囃子
人を楽しませて自分も楽しむ

地域包括支援センター事業

心や身体の事、生活していく上で起
こる色々な悩みに「相談して前向き
になった、元気になった」と言って
もらえる様、向き合い寄り添ってい
きたいと思っています。よろしくお
願いします。

趣　　味

好きな言葉

バレーボール・音楽鑑賞
来るべき明日を待つな　過ぎ

去りし昨日を追うな　今日と今を逃すな

大貫　鼓
つづみおお ぬき

堺  まゆみ

メッセージ

さかい

詳しくは、
P7を

ご覧ください。

地域包括支援センター 社会福祉協議会

米谷　友見
みともよね たに

生活困窮者自立支援事業・
資金貸付事業・CSW事業

地域のことを色々教えていただきな
がら、地域の身近な相談役になれる
ようにと思っています。お見かけの
際には、お気軽にお声をかけてくだ
さい。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな言葉

美術館巡り
ご縁は積み重ねていく、
築き上げていく

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

nijimaru@katano-shakyo.com
https://katano-shakyo.com/

第 153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

交野市社会福祉協議会
ホームページ ▶検 索交野市社協マスコットキャラクター

にじ丸ちゃん

交野みらい校区福祉委員会の活動スタート!!
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「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　　

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1
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も く じ

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～3月まで

大大募募集集!!!!
　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。
　「脱ぎ着しやすい」「脱ぎ着をさせやすい」工夫をすることで、体の不自由な
人や、介護をしている人の暮らしを応援しているボランティア活動があります。
　手持ちの服や既製服をほどく、布を足す、ファスナーやボタンを付ける等
の作業もありますよ。ほどくだけでも参加してみませんか？

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 交野市社会福祉協議会

と　き
ところ
講　師

対　象 定　員 参加費
申し込み

内　容

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

①7月12日（火） 午後  3時～4時
②7月13日（水） 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。介助は、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

　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寄せられた募金を原資とした配分が、
2月22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4年度　赤い羽根・歳末たすけあい募金配分 （単位：円）

皆さんの善意が
福祉のお役に立ちます

※令和4年度大阪府共同募金会から配分を受ける予定の6,760,000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金額により、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！！

◆第4期交野市地域福祉活動計画／新入職員紹介
◆「健康寿命」ってご存じですか？
　移送サービス運転ボランティアさん大募集‼
　ふくし教育
◆令和4年度 社協賛助会員会費募金にご協力ありがとうご
◆令和4年度 事業計画及び予算
◆地域包括支援センターコーナー

はまゆりの会／権利擁護セミナー／本人ミーティング
認知症サポーターステップアップ講座
◆保健だより 歯科健診でオーラルフレイルを防ごう
◆第4期地域福祉活動計画について／出前講座
　ボランティアサロン「介護衣料ってどんなこと？」
◆共同募金ありがとうございました‼
　善意銀行
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・・・P7
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P4 無料

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

6月7日（火）午前10時～12時
交野市ボランティアセンター1階
介護衣料手作り「糸ぐるま」

市内周辺在住・在勤・在学者 10人（事前申込制）

更生保護啓発活動枚方・交野地区保護司会 印刷費 100,000

交野市駅前住宅自治会 防災訓練 災害備蓄用トイレ処理セット 250,000

交野市郡津区 地域福祉事業 書類作業用丁合機、専用台、搬入設置料 250,000

私部自主防災会 自主防災訓練 避難所備品（ワンタッチテント） 248,600
星田山手ボランティア街づくり推進会 住民参加型事業 防災倉庫・電気工事、棚等 250,000

3,498,600計

415,000計

100,000計

2,746,400計

向井田自治会 自治会体制強化事業 アクリル製プレート一式・結束バンド 250,000

交野市母子・父子寡婦福祉会 手芸（干支作り）料理　京都青少年科学センター 手芸材料代、食材代、見学代等 85,000

天野が原町まちづくり委員会 町内ふれあい事業 250,000

松塚地区 松塚地区住民交流事業 機材レンタル、事務消耗品（コピー用紙、インク
カートリッジ）・ワイヤレスアンプ 250,000

申　請　者 事業・活動名 申請内容 申請金額

事　業　名 申請内容 金　額

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

セーフティ・マイタウン倉治
まちづくり委員会 倉治区ふれあい交流事業 大型液晶ディスプレイ・スタンド・保護パネル 250,000

星田行政区 星田行政区福祉活動推進事業 両面有孔ボードパーティション 6台
アルミポール  12本

妙見東区自治会 妙見東区住民交流事業 機材等（電気・舞台設営・音響設備）借り上げ料

250,000

250,000

寺区自主防災会による避難所開設訓練寺区 災害用テント・炊き出し用調理器具
災害用運搬機（ハイキャッチ）

250,000

清掃・あいさつ活動郡津区同友会 保険料 30,000
交野市遺族会 鶉野戦争遺跡研修ツアー 100,000

高齢者と小学生との世代間交流
ニュースポーツ「公式ワナゲ大会」 公式ワナゲセット　7台等

研修交通費

交野市星友クラブ連合会 100,000

地域福祉活動推進事業 校区福祉委員会助成金事業 800,000
移送サービス事業 ガソリン代、車両保険料、研修費、車検代、消耗品（車部品、事務用品）、通信運搬費等 700,000
災害対策事業 防災備品、非常食購入費 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 1,196,400

6,760,000

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

照明スタンド、ウイルス除菌剤、プラスチック手袋
非常食幾野連合自治会 防災事業 250,000

交野市梅が枝住宅自治会 防災時及び通常時支援活動事業 250,000

森区 地域交流「秋祭」イベント行事 250,000テント一張、遊戯リース料等　食材、飲料等
景品、ペイント材料費等

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

　出前講座では、福祉の制度や相談窓口などを身近な事例を用いて説明します。講座一覧は当会窓口も
しくはQRコードから確認できます。申し込みにあたってはいくつか条件があります。

　人生100年時代と言われる近年、自身の培ってこられた経験を活かすことで、「心身ともに健康でいられる
（健康寿命の延伸）」を実感してみませんか？
　好きなことや得意分野を活かして、元気に楽しく生きるきっかけづくりをしましょう。

　この計画は市民、福祉団体、福祉施設、企業や事業所、市役所の各部署など様々な人が関わり、
令和4年4月からの交野市の地域福祉活動の内容をまとめたものになります。「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共生社会の実現をめざし
て～という基本理念の元、地域福祉活動を推進していきます。
　特に、市民の皆さんにより身近なところでは、校区福祉委員会のアクションプランがあります。
各小学校区の校区福祉委員会の方々が、様々な意見やアイデアをまとめ、地元の活動や環境に即
したものを作成されています。内容は各校区の福祉委員会でも配布していますし、社協のホーム
ページにも掲載していますので是非ご覧ください。
　交野市に「住む人」、「働く人」みんなで協力し合い、「これからも住みつづけたい」「これからも働
きつづけたい」と思える交野市にしていきましょう。

第4期交野市地域福祉活動計画が完成しました！

交野市で活き活きと
「暮らす・働く」ための
地域福祉活動内容や
方向性について話し合い
を重ねてきました。

FAX

※その他の条件や申し込みについては、QRコードからご確認いただくか、社会福祉協議会（☎072-895-1185）までお電話ください

申し込みできる団体 市内在住、在勤、在学の10人以上で構成された団体・グループ
時　間 原則、土日祝日を除く、午前10時から午後5時までの間で20分から2時間程度
場　所 交野市内（会場は申し込み団体側で手配してください）
費　用 無料

社会福祉協議会の出前講座知らなきゃ損する福祉のアレコレ

感染症対策を実施しながら運行中です

と　き
ところ
内　容

参加費
申し込み・
問い合わせ

無料
交野市社会福祉協議会
担当：舟山・天場
☎072-895-1185
　072-895-1192

5月30日（月）午前10時～12時（受付　午前9：30～）
ボランティアセンター1階　活動室
●健康寿命ってなぁに？
●交野市内にある活動紹介、活動者との交流会など

対　象 交野市民 定　員 15人（事前申込制）

申し込みはこちらからもできます
FAX

ふな やま てん ば

人と
話がしたい

コツコツ一人
での作業が好き

子どもと
関わりたい

スマホや
パソコンの
操作が好き地域に

関わりたい

●新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、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。

運転が好き

運転ボランティアさん運転ボランティアさん

教 育

介護衣料ってどんなこと？

活動紹介・体験

『健康寿命』ってご存じですか？

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
堀内　護さんから
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
交野市グラウンド・ゴルフ協会さんから
（有）コバシ産業さんから
(株)栄　交野ガスリビングさんから

1月19日
1月31日
2月14日
2月21日
2月25日
3月17日
3月18日
3月30日

2,600円
6,600円
10,000円
2,400円
6,600円
2,700円

非常用食品等
6,600円

☎072-895-1185　　
　 072-895-1192
◀申し込みはこちらからもできます
FAX

 移送
サービス

　交野みらい小学校の開校に伴い、4月より長宝寺小学校区・交野小学
校区福祉委員会も統合し、新たに交野みらい校区福祉委員会として
活動を開始しました。

　例年、交野小学校区福祉委員会では、地域を花でいっぱいにしよう！をコンセプトに、交野小学校1年生
の児童と『花いっぱい運動』と題してチューリップの球根を植える活動を行ってきました。昨年度は、校
区福祉委員会の統合を見据えて長宝寺小学校区福祉委員会でも同じ活動を実施し、委員同士の交流も行い
ました。その時に植えたチューリップが、入学式に彩りを添えました。今年の秋には1年生が、来年入学し
てくる新1年生のためにチューリップを植えます。こうしてこの活動は次の学年に受け継がれていきます。

チューリップの球根って
こんな形してるんやあ！

色とりどりのチューリップが
1年生をお出迎え♪

改良パジャマズボン
（マジックテープ使用）
※通常は白テープ
　使用です

第 153号 2022（令和4）年5月1 ページ

　4月に3人の新入職員を迎えました。各部署に配属され、新しいことを吸収しようと前向きにがんばって
います。見かけられた時には、お気軽に声をかけてください。よろしくお願いします。

メッセージ

 新しい仲間を紹介します！！

●撮影のため、一時的にマスクを外しています。

地域包括支援センター事業

「その人らしく」を大切にした支援
を心がけています。どうぞよろしく
お願いします。また、昨年大阪に引
越してきたのですが、まだまだ分か
らないこともありまして…いろいろ
と教えていただけたらと思います！

趣　　味

好きな言葉

ドラム・パーカッション・
お囃子
人を楽しませて自分も楽しむ

地域包括支援センター事業

心や身体の事、生活していく上で起
こる色々な悩みに「相談して前向き
になった、元気になった」と言って
もらえる様、向き合い寄り添ってい
きたいと思っています。よろしくお
願いします。

趣　　味

好きな言葉

バレーボール・音楽鑑賞
来るべき明日を待つな　過ぎ

去りし昨日を追うな　今日と今を逃すな

大貫　鼓
つづみおお ぬき

堺  まゆみ

メッセージ

さかい

詳しくは、
P7を

ご覧ください。

地域包括支援センター 社会福祉協議会

米谷　友見
みともよね たに

生活困窮者自立支援事業・
資金貸付事業・CSW事業

地域のことを色々教えていただきな
がら、地域の身近な相談役になれる
ようにと思っています。お見かけの
際には、お気軽にお声をかけてくだ
さい。どうぞよろしくお願いします。

趣　　味

好きな言葉

美術館巡り
ご縁は積み重ねていく、
築き上げていく

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

第4期交野市地域福祉活動計画が
始動しました！！

nijimaru@katano-shakyo.com
https://katano-shakyo.com/

第 153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

交野市社会福祉協議会
ホームページ ▶検 索交野市社協マスコットキャラクター

にじ丸ちゃん

交野みらい校区福祉委員会の活動スタート!!




