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にじ丸ちゃん

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。

2022

7月～9月まで

　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3,974,893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。

　地域福祉活動計画では、同じ地域に住む人・働く人が世代を越
えた交流を行うことや、様々な生活課題から生きづらさを抱える
人を、地域から孤立させないためのつながりづくりを深めています。
　その中でも、更生支援の取り組みは、関係機関・団体が力を合
わせて取り組む活動の一つです。令和4年度から、交野女子学院
（女子少年院）が新たな仲間としてつながりの輪に参画し、地域
福祉活動を推進しています。

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

「ひきこもりの支援を考える～当事者支援と家族支援について～」
　昨年度当事者講演に
てご好評頂いた講師を
招き、現在所属してい
る機関でのひきこもり
からの回復支援、家族
支援について講義いた
だきます。

日　時

対象者

場　所

定　員

講　師

担　当

担　当

令和5年1月24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 4階　多目的ホール
先着75人　参加費無料
くらしサポートセンター守口
白石裕一さん
1/19（木）まで

　7/21～10/31までの間『きみのしらないかたの
ザ★クイズラリー』を開催しました。
　コロナ禍で様々なイベントが中止となる中、外出
のきっかけや楽しい思い出づくり、親子や友達との
心温まる時間を過ごしてもらえればと思い、CSW（コ
ミュニティソーシャルワーカー）合同会議※で非接触
型のクイズラリーを企画しました。
　クイズラリーの拠点は、交野市内の社会福祉施設
（交野市社会福祉施設地域貢献連絡会）のご協力を
得ました。
　初めての試みだったため開始直前まで「小中学生は
興味を持ってくれるのか」「参加してくれる子はいるだ

しらいしゆういち

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

『きみのしらないかたの｠ザ★クイズラリー』報告
HUGを体験してみよう
ボランティアグループ紹介　子育て広場「アリス」
移送サービスについて
令和3年度　貸借対照表および財産目録

地域包括支援センターコーナー
認知症サポーターステップアップ講座／はまゆりの会／にじ★カフェ

保健だより　口腔ケア
ひきこもり研修会／やすらぎ支援について／緊急通報装置
2022赤い羽根共同募金／善意銀行

アカウント名：交野市社会福祉協議会
インスタグラム フェイスブック ツイッター
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●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。

今号の内容

ザ★クイズラリーかたのかたの

ろうか」と不安もありましたが、50人の参加者があり
大盛況でした。（令和４年10月5日時点）
　「今まで知らなかった交野を知った」「認定証や景
品をもらえてうれしい！」「楽しかった」「また来年も
やりたい」など嬉しい感想が寄せられました。
　子どもたちが、福祉の仕事に興味を持つきっかけ
や、地域には多様な人々がともに暮らしていること
を学ぶ機会となっていれば嬉しいです。

体験が発見を生む

申し込み

を
利用してみませんか

　　　　　　　　　　　　認知症高齢者の方を介護
するご家族がリフレッシュする時間を作ることができ
るように、やすらぎ支援員が訪問し、認知症の高齢
者の方のお話し相手や見守りを行ないます。

とは…

交野市にお住まいのおおむね
65歳以上の認知症の方で、家
族の外出や休息のために一時
的に見守り等を必要とする方
※認知症高齢者の方を介護する家族
への支援を目的としているため、
一人暮らしの方や、施設等入所の
方は対象となりません。

対象者・費用

お元気コールについて

●交野市にお住まいの65歳以上の一人暮らしの方など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：無料
●交野市にお住まいの65歳以上の高齢者世帯など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：月額1,500円（消費税が別途かかります）
※月々の通話料（メンテナンス料含む）は自己負担となります。

利用料 1時間あたり80円
（30分は40円）

内　容 ●休日を除く月～金曜日の午前9時半～午後5時の
間でやすらぎ支援員が自宅に訪問し、お話し相
手や見守りを行ないます。
●1回5時間までとし、月10時間まで利用できます。
●利用にあたっては事前に登録が必要となります。

を
考えてみませんか

　おおむね65歳以上の一人暮らしや高齢者
夫婦世帯などに、24時間相談でき、ボタン
一つで緊急時に知らせることが出来る「緊急
通報装置」の貸し出しを行っています。

　お元気コールとは、希望者を対象に月に2回ナースコ
ールセンターから利用者宅に電話し、健康状態の確認を
看護師や保健師が行うサービスです。

緊急通報装置

ペンダント

赤い羽根
共同募金

7月26日
7月27日
7月29日
8月29日
9月16日
9月28日
9月29日
9月30日

5,100円

6,400円

10,000円

6,400円

米90kg

6,200円

2,100円

40,329円

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

（株）栄　交野ガスリビングさんから

Aさん（匿名）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

交野市　茶華道協会さんから

ミクバッジ クリアファイル

かた の
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田村
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米谷
よね たに

※コミュニティソーシャルワーカー合同会議とは
　福祉相談の窓口であるコミュニティソーシャルワー
カーと関係機関が集まり、交野市内に住む子どもから
高齢者までの相談支援や、居場所づくり等地域の仕
組みの充実を図るために開催しています。

　交野市には交野女子学院という女子少年院があります。女子少年院では少年が自分
の問題点に気づき、課題を解決できるよう日々、矯正教育に取り組んでおり、職業指導
の一環として農園作業なども行っています。

交野女子学院って
こんなところ

つながりの
輪 が
広がって
います

善意銀行

を
体験してみよう
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第4期交野市地域福祉活動計画推進トピックス

　交野女子学院で収穫した野菜を、市内のこども食堂や福祉施設、ゆうゆうセンター内
のカフェや、校区福祉委員会で活用するなどの農業×福祉の取り組みを行っています。

高齢者通所施設障がい者グループホーム

「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。皆様のご協力ありがとうございます。
申し込み・問い合わせ 交野市社会福祉協議会　☎072-895-1185　　072-895-1192　
このページに関する

田村
た むら

𠮷田
よし だ

利用についてお気軽にお問い合わせください

米谷
よねたに

𠮷田
よし だ

校区福祉委員会

　HUGを体験して、避難所運営を考える
大切さが分かりました。民生委員は避難所
で様々な役割を担うことが考えられるので、
今回はゲーム形式で疑似体験ができてよか
ったです。
　昨今は、繋がりが希薄で隣にどんな人が
住んでいるのか知らない人も多い世の中で
す。しかし、災害時にはつながりがとても
大切だと思っています。一人に負担が偏ら
ないように、地域のみんなで気にかけ合う
ことが必要です。助け合
いの気持ちを発揮できる
場作りができたらいいで
すね。

　第三地区会の民生委員・児童委員、主任児童委員のみなさ
んと一緒にHUGを体験しました。
　HUGは静岡県で開発された避難所運営を疑似体験できるカ
ードゲームです。数人のグループで役割分担をし、次々と訪れ
る避難者や突然起こる出来事に対して迅速かつ適切に対応して
いきます。
　実際の災害時のような緊張感を持ちながら、安全に避難がで
きるように取り組みました。
　災害時に備えてHUGを体験してみたい人は社協の出前講座
を活用してください。

第三地区会　前内安一さん

第三地区会の前内さんに
インタビューしました。

ひきこもり研修会

「美味しいスイカね」と
話がはずみます

玉ねぎを使ってどんな
料理を作ろうかな

ジャガイモでポテト
チップスを作ろう

まえうちやすかず

まずはご連絡
ください

僕のヒーロー
アカデミア
グッズ

社会福祉実習体験レポート

澤さん 伊藤さん
さわ い とう
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10,000円

6,400円

米90kg

6,200円

2,100円

40,329円

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

（株）栄　交野ガスリビングさんから

Aさん（匿名）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

交野市　茶華道協会さんから

ミクバッジ クリアファイル

かた の

担
　当

田村
た むら

米谷
よね たに

※コミュニティソーシャルワーカー合同会議とは
　福祉相談の窓口であるコミュニティソーシャルワー
カーと関係機関が集まり、交野市内に住む子どもから
高齢者までの相談支援や、居場所づくり等地域の仕
組みの充実を図るために開催しています。

　交野市には交野女子学院という女子少年院があります。女子少年院では少年が自分
の問題点に気づき、課題を解決できるよう日々、矯正教育に取り組んでおり、職業指導
の一環として農園作業なども行っています。

交野女子学院って
こんなところ

つながりの
輪 が
広がって
います

善意銀行

を
体験してみよう

ひ な ん じ ょ

う

ん
え い

ゲ
ー ム

第4期交野市地域福祉活動計画推進トピックス

　交野女子学院で収穫した野菜を、市内のこども食堂や福祉施設、ゆうゆうセンター内
のカフェや、校区福祉委員会で活用するなどの農業×福祉の取り組みを行っています。

高齢者通所施設障がい者グループホーム

「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。皆様のご協力ありがとうございます。
申し込み・問い合わせ 交野市社会福祉協議会　☎072-895-1185　　072-895-1192　
このページに関する

田村
た むら

𠮷田
よし だ

利用についてお気軽にお問い合わせください

米谷
よねたに

𠮷田
よし だ

校区福祉委員会

　HUGを体験して、避難所運営を考える
大切さが分かりました。民生委員は避難所
で様々な役割を担うことが考えられるので、
今回はゲーム形式で疑似体験ができてよか
ったです。
　昨今は、繋がりが希薄で隣にどんな人が
住んでいるのか知らない人も多い世の中で
す。しかし、災害時にはつながりがとても
大切だと思っています。一人に負担が偏ら
ないように、地域のみんなで気にかけ合う
ことが必要です。助け合
いの気持ちを発揮できる
場作りができたらいいで
すね。

　第三地区会の民生委員・児童委員、主任児童委員のみなさ
んと一緒にHUGを体験しました。
　HUGは静岡県で開発された避難所運営を疑似体験できるカ
ードゲームです。数人のグループで役割分担をし、次々と訪れ
る避難者や突然起こる出来事に対して迅速かつ適切に対応して
いきます。
　実際の災害時のような緊張感を持ちながら、安全に避難がで
きるように取り組みました。
　災害時に備えてHUGを体験してみたい人は社協の出前講座
を活用してください。

第三地区会　前内安一さん

第三地区会の前内さんに
インタビューしました。

ひきこもり研修会

「美味しいスイカね」と
話がはずみます

玉ねぎを使ってどんな
料理を作ろうかな

ジャガイモでポテト
チップスを作ろう

まえうちやすかず

まずはご連絡
ください

僕のヒーロー
アカデミア
グッズ

社会福祉実習体験レポート

澤さん 伊藤さん
さわ い とう
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　社会福祉法に基づき、令和3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154号（令和4年8月発行）の4ページに令和3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    
未収金    
貯蔵品    
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   
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      

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

（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3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
　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
　リース債務
　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
リース債務
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

～口腔ケア～
口腔ケアでお口の機能を高めてフレイルを防ごう

　フレイルとは、老化により心身の活力や社会的な側面の活力が低下し、生活機能
障害や要介護状態の危険性が高くなった状態をいいます。お口の健康と全身の健康
は密接に関係しており、口腔機能の低下は全身のフレイルを引き起こす原因になり
やすいことがわかっています。
　健康な生活を続けるためには、お口の衛生状態を保ち、食べたり飲みこんだりす
る機能を高める「口腔体操」が大切です。

保 健 だ よ り

口腔清掃で口のなかをきれいに

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。

※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？

【と　　き】　令和5年1月20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】　1月13日（金）まで

【開 催  日】　2か月に1回（偶数月）
※詳しい開催日程については、下記お問い合わせ先にご確認ください。

【と こ  ろ】　にじ★カフェ内（活動内容によって変更あり）
【主な活動内容】　座談会や介護に関する勉強会等
【対 象 者】　認知症の人を介護している家族
【費　　用】　無料
　　　　　　（活動内容によって実費負担の場合あり）

「にじ★カフェ音楽会」を開催しました

「はまゆりの会」をご存知ですか？

通 い の 場 「 に じ ★ カ フ ェ 」

家族の認知症状や介護の事な
ど、誰にも相談できず一人で悩ん
でいませんか？
「はまゆりの会」は、認知症の
人を介護している家族なら誰でも
参加できる交流会です。
他の介護者さんと気軽に相談

し合ったり、先輩介護者さんから
介護のアドバイスをもらって、日々
の悩みを少し軽くしませんか？

認 知 症 の 人 の 家 族 交 流 会

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

口腔体操で口のまわりの筋肉をきたえる

旬の食材を食べてフレイル予防

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

 179,555,287
 169,187,493
 9,633,787

 0
 34,237
 15,840
 675,602
 8,328

 145,865,462
 1,000,000
 1,000,000

 144,865,462
 1,045,854
 2,190,355

 0
 1,443,238
 12,141,032

 8,150
 846,508

 96,781,895
 30,408,430
325,420,749

 22,816,835
 26,961,337
△ 3,803,241

 21,128
 13,008

△ 15,840
△ 351,328
△ 8,229

 4,693,463
 0
 0

 4,693,463
△ 10,210
△ 413,895
 3,608,000
 1,189,760
 194,067

 0
 16

 74,031
 51,694

27,510,298

 202,372,122
 196,148,830
 5,830,546
 21,128
 47,245

 0
 324,274

 99
 150,558,925
 1,000,000
 1,000,000

 149,558,925
 1,035,644
 1,776,460
 3,608,000
 2,632,998
 12,335,099

 8,150
 846,524

 96,855,926
 30,460,124
352,931,047

 63,117,368
 11,952,580
 2,851,801
 34,143,338
 645,532
 701,243
 3,752,038
 11,948

 9,058,888
 16,023,354
 3,688,255
 12,335,099
 79,140,722

 69,551,786
 14,424,835
 2,894,328
 26,564,890
 827,806
 785,983
 4,165,870
 13,626

 19,874,448
 12,141,032

 0
 12,141,032
 81,692,818

△ 6,434,418
△ 2,472,255
△ 42,527
 7,578,448
△ 182,274
△ 84,740
△ 413,832
△ 1,678

△ 10,815,560
 3,882,322
 3,688,255
 194,067

△ 2,552,096

 1,000,000
 1,000,000

 127,316,050
 96,855,926
 30,460,124

 26,189
 26,189
 846,524
 846,524

 144,601,562
 144,601,562
 29,980,377
 273,790,325

 352,931,047

 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

 0
 0

 125,725
 74,031
 51,694

△ 43,708
△ 43,708

 16
 16

 29,980,361
 29,980,361
 34,544,502
 30,062,394

 27,510,298

196,148,830
5,830,546
21,128
47,245
324,274

99
202,372,122
1,000,000
1,000,000
1,035,644
1,776,460
3,608,000
2,632,998
12,335,099

8,150
846,524

96,855,926
30,460,124
149,558,925
150,558,925
352,931,047

11,952,580
2,851,801
34,143,338
645,532
701,243
3,752,038
11,948

9,058,888
63,117,368
3,688,255
12,335,099
16,023,354
79,140,722

273,790,325

　今年度、移送サービス事業における運転ボランティアとして、
新たに3人が加わりました。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！

　運転ボランティアは活動時、利用者にすぐ気づいていただけ
るようユニフォームとして、オレンジ色のジャンパー（夏はベス
ト）とキャップを着用しています。
　移送サービス事業の開始から10年が経過した今
年、ユニフォームをリニューアルしました。
　定着しているオレンジ色は継続し、交野市社協の
マスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」をプリント
しました。それに伴い、車両の目印となるマグネッ
トシールも同様のデザインに変更しました。
　みなさまのご利用をお待ちしています。（利用す
るには事前に登録面談が必要です）

交野市社会福祉協議会
☎ 072-895-1185・072-817-0990　    072-895-1192FAX

担　当問い合わせ

運転ボランティアのユニフォームがリニューアル！

田中
た なか

吉兼
よしかね

担
　当

田中
た なか

大貫
おおぬき

担
　当 移送サービス移送サービス

◉口を閉じたまま、
ほおをふくらませたり、
すぼめたりしましょう。

◉口を大きくあけて、
舌を出したり
引っ込めたりしましょう。

◉舌を出して、上下、
左右に動かして
みましょう。

◉「パ、タ、カ、ラ」と
発音することで、
口のまわりの筋肉や舌の
機能を向上できます。

◉毎食後、歯みがきを ◉義歯も清掃を

☆半年に一度など定期的に歯科医を受診し、口腔の状態をチェックしましょう。☆

　秋野菜は栄養価が高く、食物繊維
も豊富。また噛み応えのある食材も
多く、たくさん噛んで食べることでお
口の体操にもなります。

★栄養たっぷり秋が旬の食材

　サツマイモは食物繊維が豊富に含まれるため、腸内環境を整え、
便秘にも効果的です。ビタミンも豊富で風邪の予防にもなります。

食物繊維が豊富なサツマイモ

サツマイモ ニンジン レンコン カボチャ

　歯ブラシ、歯と歯の間をみ
がく歯間ブラシ、デンタルフ
ロスなどを使ってていねいに。

　義歯（入れ歯）も毎日清
掃しましょう。不都合があ
れば必ず歯科医に相談を。

新しいロゴマーク！

～おひとりでは外出が難しい人のお出かけを応援します～

参加をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ 交野市地域包括支援センター　☎072-893-6426　　072-895-1192　

orange@katano-shakyo.comEmail nijimaru@katano-shakyo.comEmail
「認知症サポーターステップアップ講座」は…… 「はまゆりの会」、「にじ★カフェ」は……

インスタグラムフェイスブック

随時情報更新中！

「にじ★カフェ」は毎週月曜日
午前10時～午後4時に開催しています。
☆詳細はSNSをご覧ください☆

『はまゆりの唄』を聴いて温かい気持ちになりました♪

安全運転でがんばります！

　9月26日（月）に認知症の人と介護者家族の「にじ★カフェ
音楽会」を開催しました。
　当日は、たくさんのご参加があり、みなさん素敵な音楽に耳を
傾けておられました。
　また、12月26日（月）にはクリスマス会を開催予定です。
　ぜひご参加ください。

ユニフォームや
車輌（両サイド）はこの
ロゴマークが目印です！

ボランティアグループ紹介

子育て広場「アリス」
　子どもと一緒に遊ぶボランティアとして活動しているの
が、子育て広場「アリス」です。
　こどもゆうゆうセンターの部屋には、子どもが喜ぶ楽し
いおもちゃがいっぱい棚にならんでいます。広い園庭には
幼児用の滑り台やジャングルジム、砂場があり、晴れた日
には戸外で遊ぶのも良いでしょう。
　私たちは子どもたちが安心して遊べるように、見守り、
おもちゃの消毒、整理、また保護者同士の日常の会話が和
気あいあいと弾むように、仲間づくりのお手伝いもしてい
ます。
　「今日は何組の親子が来てくださるかな？」と楽しみに待っ
ています。
　これから一緒に活動しませんか。

子育て広場「アリス」に関心のある人は、
ボランティアセンターまで

☎ 072-894-3737

どのおもちゃで遊ぼうかな～♪

園庭の遊具も楽しいよ♪
【と　　き】　毎月第1・3木曜日　午後2時30分～4時
【と こ ろ】　こどもゆうゆうセンター（ゆうゆうセンター敷地内）
【対 象 者】　0歳～3歳児と保護者
【内　  容】　おもちゃや友達と出会う　園庭開放・親子あそび

仲間
募集

①

②

①子育て広場「アリス」は、ボランティアグループの名称です。
②「アリス」は、こどもゆうゆうセンターでの遊び場の名称です。

「アリス」 の開催日程等
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　社会福祉法に基づき、令和3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154号（令和4年8月発行）の4ページに令和3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    
未収金    
貯蔵品    
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   
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      

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

（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3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
　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
　リース債務
　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
リース債務
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

～口腔ケア～
口腔ケアでお口の機能を高めてフレイルを防ごう

　フレイルとは、老化により心身の活力や社会的な側面の活力が低下し、生活機能
障害や要介護状態の危険性が高くなった状態をいいます。お口の健康と全身の健康
は密接に関係しており、口腔機能の低下は全身のフレイルを引き起こす原因になり
やすいことがわかっています。
　健康な生活を続けるためには、お口の衛生状態を保ち、食べたり飲みこんだりす
る機能を高める「口腔体操」が大切です。

保 健 だ よ り

口腔清掃で口のなかをきれいに

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。

※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？

【と　　き】　令和5年1月20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】　1月13日（金）まで

【開 催  日】　2か月に1回（偶数月）
※詳しい開催日程については、下記お問い合わせ先にご確認ください。

【と こ  ろ】　にじ★カフェ内（活動内容によって変更あり）
【主な活動内容】　座談会や介護に関する勉強会等
【対 象 者】　認知症の人を介護している家族
【費　　用】　無料
　　　　　　（活動内容によって実費負担の場合あり）

「にじ★カフェ音楽会」を開催しました

「はまゆりの会」をご存知ですか？

通 い の 場 「 に じ ★ カ フ ェ 」

家族の認知症状や介護の事な
ど、誰にも相談できず一人で悩ん
でいませんか？
「はまゆりの会」は、認知症の
人を介護している家族なら誰でも
参加できる交流会です。
他の介護者さんと気軽に相談

し合ったり、先輩介護者さんから
介護のアドバイスをもらって、日々
の悩みを少し軽くしませんか？

認 知 症 の 人 の 家 族 交 流 会

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

口腔体操で口のまわりの筋肉をきたえる

旬の食材を食べてフレイル予防

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

 179,555,287
 169,187,493
 9,633,787

 0
 34,237
 15,840
 675,602
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 145,865,462
 1,000,000
 1,000,000

 144,865,462
 1,045,854
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 0
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 12,141,032

 8,150
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 63,117,368
 11,952,580
 2,851,801
 34,143,338
 645,532
 701,243
 3,752,038
 11,948

 9,058,888
 16,023,354
 3,688,255
 12,335,099
 79,140,722

 69,551,786
 14,424,835
 2,894,328
 26,564,890
 827,806
 785,983
 4,165,870
 13,626

 19,874,448
 12,141,032

 0
 12,141,032
 81,692,818

△ 6,434,418
△ 2,472,255
△ 42,527
 7,578,448
△ 182,274
△ 84,740
△ 413,832
△ 1,678

△ 10,815,560
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△ 2,552,096

 1,000,000
 1,000,000
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 30,460,124

 26,189
 26,189
 846,524
 846,524

 144,601,562
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 352,931,047
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 69,897
 69,897
 846,508
 846,508

 114,621,201
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△ 4,564,125
 243,727,931
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 0
 0

 125,725
 74,031
 51,694

△ 43,708
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 16
 16

 29,980,361
 29,980,361
 34,544,502
 30,062,394
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196,148,830
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21,128
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99
202,372,122
1,000,000
1,000,000
1,035,644
1,776,460
3,608,000
2,632,998
12,335,099

8,150
846,524

96,855,926
30,460,124
149,558,925
150,558,925
352,931,047

11,952,580
2,851,801
34,143,338
645,532
701,243
3,752,038
11,948

9,058,888
63,117,368
3,688,255
12,335,099
16,023,354
79,140,722

273,790,325

　今年度、移送サービス事業における運転ボランティアとして、
新たに3人が加わりました。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！

　運転ボランティアは活動時、利用者にすぐ気づいていただけ
るようユニフォームとして、オレンジ色のジャンパー（夏はベス
ト）とキャップを着用しています。
　移送サービス事業の開始から10年が経過した今
年、ユニフォームをリニューアルしました。
　定着しているオレンジ色は継続し、交野市社協の
マスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」をプリント
しました。それに伴い、車両の目印となるマグネッ
トシールも同様のデザインに変更しました。
　みなさまのご利用をお待ちしています。（利用す
るには事前に登録面談が必要です）

交野市社会福祉協議会
☎ 072-895-1185・072-817-0990　    072-895-1192FAX

担　当問い合わせ

運転ボランティアのユニフォームがリニューアル！

田中
た なか

吉兼
よしかね

担
　当

田中
た なか

大貫
おおぬき

担
　当 移送サービス移送サービス

◉口を閉じたまま、
ほおをふくらませたり、
すぼめたりしましょう。

◉口を大きくあけて、
舌を出したり
引っ込めたりしましょう。

◉舌を出して、上下、
左右に動かして
みましょう。

◉「パ、タ、カ、ラ」と
発音することで、
口のまわりの筋肉や舌の
機能を向上できます。

◉毎食後、歯みがきを ◉義歯も清掃を

☆半年に一度など定期的に歯科医を受診し、口腔の状態をチェックしましょう。☆

　秋野菜は栄養価が高く、食物繊維
も豊富。また噛み応えのある食材も
多く、たくさん噛んで食べることでお
口の体操にもなります。

★栄養たっぷり秋が旬の食材

　サツマイモは食物繊維が豊富に含まれるため、腸内環境を整え、
便秘にも効果的です。ビタミンも豊富で風邪の予防にもなります。

食物繊維が豊富なサツマイモ

サツマイモ ニンジン レンコン カボチャ

　歯ブラシ、歯と歯の間をみ
がく歯間ブラシ、デンタルフ
ロスなどを使ってていねいに。

　義歯（入れ歯）も毎日清
掃しましょう。不都合があ
れば必ず歯科医に相談を。

新しいロゴマーク！

～おひとりでは外出が難しい人のお出かけを応援します～

参加をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ 交野市地域包括支援センター　☎072-893-6426　　072-895-1192　

orange@katano-shakyo.comEmail nijimaru@katano-shakyo.comEmail
「認知症サポーターステップアップ講座」は…… 「はまゆりの会」、「にじ★カフェ」は……

インスタグラムフェイスブック

随時情報更新中！

「にじ★カフェ」は毎週月曜日
午前10時～午後4時に開催しています。
☆詳細はSNSをご覧ください☆

『はまゆりの唄』を聴いて温かい気持ちになりました♪

安全運転でがんばります！

　9月26日（月）に認知症の人と介護者家族の「にじ★カフェ
音楽会」を開催しました。
　当日は、たくさんのご参加があり、みなさん素敵な音楽に耳を
傾けておられました。
　また、12月26日（月）にはクリスマス会を開催予定です。
　ぜひご参加ください。

ユニフォームや
車輌（両サイド）はこの
ロゴマークが目印です！

ボランティアグループ紹介

子育て広場「アリス」
　子どもと一緒に遊ぶボランティアとして活動しているの
が、子育て広場「アリス」です。
　こどもゆうゆうセンターの部屋には、子どもが喜ぶ楽し
いおもちゃがいっぱい棚にならんでいます。広い園庭には
幼児用の滑り台やジャングルジム、砂場があり、晴れた日
には戸外で遊ぶのも良いでしょう。
　私たちは子どもたちが安心して遊べるように、見守り、
おもちゃの消毒、整理、また保護者同士の日常の会話が和
気あいあいと弾むように、仲間づくりのお手伝いもしてい
ます。
　「今日は何組の親子が来てくださるかな？」と楽しみに待っ
ています。
　これから一緒に活動しませんか。

子育て広場「アリス」に関心のある人は、
ボランティアセンターまで

☎ 072-894-3737

どのおもちゃで遊ぼうかな～♪

園庭の遊具も楽しいよ♪
【と　　き】　毎月第1・3木曜日　午後2時30分～4時
【と こ ろ】　こどもゆうゆうセンター（ゆうゆうセンター敷地内）
【対 象 者】　0歳～3歳児と保護者
【内　  容】　おもちゃや友達と出会う　園庭開放・親子あそび

仲間
募集

①

②

①子育て広場「アリス」は、ボランティアグループの名称です。
②「アリス」は、こどもゆうゆうセンターでの遊び場の名称です。

「アリス」 の開催日程等
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　社会福祉法に基づき、令和3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154号（令和4年8月発行）の4ページに令和3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    
未収金    
貯蔵品    
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   
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      

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

（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3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
　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
　リース債務
　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
リース債務
退職給付引当金
固　定　負　債　合　計
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の
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の
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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

～口腔ケア～
口腔ケアでお口の機能を高めてフレイルを防ごう

　フレイルとは、老化により心身の活力や社会的な側面の活力が低下し、生活機能
障害や要介護状態の危険性が高くなった状態をいいます。お口の健康と全身の健康
は密接に関係しており、口腔機能の低下は全身のフレイルを引き起こす原因になり
やすいことがわかっています。
　健康な生活を続けるためには、お口の衛生状態を保ち、食べたり飲みこんだりす
る機能を高める「口腔体操」が大切です。

保 健 だ よ り

口腔清掃で口のなかをきれいに

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。

※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？

【と　　き】　令和5年1月20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】　1月13日（金）まで

【開 催  日】　2か月に1回（偶数月）
※詳しい開催日程については、下記お問い合わせ先にご確認ください。

【と こ  ろ】　にじ★カフェ内（活動内容によって変更あり）
【主な活動内容】　座談会や介護に関する勉強会等
【対 象 者】　認知症の人を介護している家族
【費　　用】　無料
　　　　　　（活動内容によって実費負担の場合あり）

「にじ★カフェ音楽会」を開催しました

「はまゆりの会」をご存知ですか？

通 い の 場 「 に じ ★ カ フ ェ 」

家族の認知症状や介護の事な
ど、誰にも相談できず一人で悩ん
でいませんか？
「はまゆりの会」は、認知症の
人を介護している家族なら誰でも
参加できる交流会です。
他の介護者さんと気軽に相談

し合ったり、先輩介護者さんから
介護のアドバイスをもらって、日々
の悩みを少し軽くしませんか？

認 知 症 の 人 の 家 族 交 流 会

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

口腔体操で口のまわりの筋肉をきたえる

旬の食材を食べてフレイル予防

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

 179,555,287
 169,187,493
 9,633,787

 0
 34,237
 15,840
 675,602
 8,328

 145,865,462
 1,000,000
 1,000,000

 144,865,462
 1,045,854
 2,190,355

 0
 1,443,238
 12,141,032

 8,150
 846,508

 96,781,895
 30,408,430
325,420,749

 22,816,835
 26,961,337
△ 3,803,241

 21,128
 13,008
△ 15,840
△ 351,328
△ 8,229

 4,693,463
 0
 0

 4,693,463
△ 10,210
△ 413,895
 3,608,000
 1,189,760
 194,067

 0
 16

 74,031
 51,694

27,510,298

 202,372,122
 196,148,830
 5,830,546
 21,128
 47,245

 0
 324,274

 99
 150,558,925
 1,000,000
 1,000,000

 149,558,925
 1,035,644
 1,776,460
 3,608,000
 2,632,998
 12,335,099

 8,150
 846,524

 96,855,926
 30,460,124
352,931,047

 63,117,368
 11,952,580
 2,851,801
 34,143,338
 645,532
 701,243
 3,752,038
 11,948

 9,058,888
 16,023,354
 3,688,255
 12,335,099
 79,140,722

 69,551,786
 14,424,835
 2,894,328
 26,564,890
 827,806
 785,983
 4,165,870
 13,626

 19,874,448
 12,141,032

 0
 12,141,032
 81,692,818

△ 6,434,418
△ 2,472,255
△ 42,527
 7,578,448
△ 182,274
△ 84,740
△ 413,832
△ 1,678

△ 10,815,560
 3,882,322
 3,688,255
 194,067

△ 2,552,096

 1,000,000
 1,000,000

 127,316,050
 96,855,926
 30,460,124

 26,189
 26,189
 846,524
 846,524

 144,601,562
 144,601,562
 29,980,377
 273,790,325

 352,931,047

 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

 0
 0

 125,725
 74,031
 51,694
△ 43,708
△ 43,708

 16
 16

 29,980,361
 29,980,361
 34,544,502
 30,062,394

 27,510,298

196,148,830
5,830,546
21,128
47,245
324,274

99
202,372,122
1,000,000
1,000,000
1,035,644
1,776,460
3,608,000
2,632,998
12,335,099

8,150
846,524

96,855,926
30,460,124
149,558,925
150,558,925
352,931,047

11,952,580
2,851,801
34,143,338
645,532
701,243
3,752,038
11,948

9,058,888
63,117,368
3,688,255
12,335,099
16,023,354
79,140,722

273,790,325

　今年度、移送サービス事業における運転ボランティアとして、
新たに3人が加わりました。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！

　運転ボランティアは活動時、利用者にすぐ気づいていただけ
るようユニフォームとして、オレンジ色のジャンパー（夏はベス
ト）とキャップを着用しています。
　移送サービス事業の開始から10年が経過した今
年、ユニフォームをリニューアルしました。
　定着しているオレンジ色は継続し、交野市社協の
マスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」をプリント
しました。それに伴い、車両の目印となるマグネッ
トシールも同様のデザインに変更しました。
　みなさまのご利用をお待ちしています。（利用す
るには事前に登録面談が必要です）

交野市社会福祉協議会
☎ 072-895-1185・072-817-0990　    072-895-1192FAX

担　当問い合わせ

運転ボランティアのユニフォームがリニューアル！

田中
た なか

吉兼
よしかね

担
　当

田中
た なか

大貫
おおぬき

担
　当 移送サービス移送サービス

◉口を閉じたまま、
ほおをふくらませたり、
すぼめたりしましょう。

◉口を大きくあけて、
舌を出したり
引っ込めたりしましょう。

◉舌を出して、上下、
左右に動かして
みましょう。

◉「パ、タ、カ、ラ」と
発音することで、
口のまわりの筋肉や舌の
機能を向上できます。

◉毎食後、歯みがきを ◉義歯も清掃を

☆半年に一度など定期的に歯科医を受診し、口腔の状態をチェックしましょう。☆

　秋野菜は栄養価が高く、食物繊維
も豊富。また噛み応えのある食材も
多く、たくさん噛んで食べることでお
口の体操にもなります。

★栄養たっぷり秋が旬の食材

　サツマイモは食物繊維が豊富に含まれるため、腸内環境を整え、
便秘にも効果的です。ビタミンも豊富で風邪の予防にもなります。

食物繊維が豊富なサツマイモ

サツマイモ ニンジン レンコン カボチャ

　歯ブラシ、歯と歯の間をみ
がく歯間ブラシ、デンタルフ
ロスなどを使ってていねいに。

　義歯（入れ歯）も毎日清
掃しましょう。不都合があ
れば必ず歯科医に相談を。

新しいロゴマーク！

～おひとりでは外出が難しい人のお出かけを応援します～

参加をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ 交野市地域包括支援センター　☎072-893-6426　　072-895-1192　

orange@katano-shakyo.comEmail nijimaru@katano-shakyo.comEmail
「認知症サポーターステップアップ講座」は…… 「はまゆりの会」、「にじ★カフェ」は……

インスタグラムフェイスブック

随時情報更新中！

「にじ★カフェ」は毎週月曜日
午前10時～午後4時に開催しています。
☆詳細はSNSをご覧ください☆

『はまゆりの唄』を聴いて温かい気持ちになりました♪

安全運転でがんばります！

　9月26日（月）に認知症の人と介護者家族の「にじ★カフェ
音楽会」を開催しました。
　当日は、たくさんのご参加があり、みなさん素敵な音楽に耳を
傾けておられました。
　また、12月26日（月）にはクリスマス会を開催予定です。
　ぜひご参加ください。

ユニフォームや
車輌（両サイド）はこの
ロゴマークが目印です！

ボランティアグループ紹介

子育て広場「アリス」
　子どもと一緒に遊ぶボランティアとして活動しているの
が、子育て広場「アリス」です。
　こどもゆうゆうセンターの部屋には、子どもが喜ぶ楽し
いおもちゃがいっぱい棚にならんでいます。広い園庭には
幼児用の滑り台やジャングルジム、砂場があり、晴れた日
には戸外で遊ぶのも良いでしょう。
　私たちは子どもたちが安心して遊べるように、見守り、
おもちゃの消毒、整理、また保護者同士の日常の会話が和
気あいあいと弾むように、仲間づくりのお手伝いもしてい
ます。
　「今日は何組の親子が来てくださるかな？」と楽しみに待っ
ています。
　これから一緒に活動しませんか。

子育て広場「アリス」に関心のある人は、
ボランティアセンターまで

☎ 072-894-3737

どのおもちゃで遊ぼうかな～♪

園庭の遊具も楽しいよ♪
【と　　き】　毎月第1・3木曜日　午後2時30分～4時
【と こ ろ】　こどもゆうゆうセンター（ゆうゆうセンター敷地内）
【対 象 者】　0歳～3歳児と保護者
【内　  容】　おもちゃや友達と出会う　園庭開放・親子あそび

仲間
募集

①

②

①子育て広場「アリス」は、ボランティアグループの名称です。
②「アリス」は、こどもゆうゆうセンターでの遊び場の名称です。

「アリス」 の開催日程等
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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3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154号（令和4年8月発行）の4ページに令和3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    
未収金    
貯蔵品    
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   
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      

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

（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3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
　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
　リース債務
　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
リース債務
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

～口腔ケア～
口腔ケアでお口の機能を高めてフレイルを防ごう

　フレイルとは、老化により心身の活力や社会的な側面の活力が低下し、生活機能
障害や要介護状態の危険性が高くなった状態をいいます。お口の健康と全身の健康
は密接に関係しており、口腔機能の低下は全身のフレイルを引き起こす原因になり
やすいことがわかっています。
　健康な生活を続けるためには、お口の衛生状態を保ち、食べたり飲みこんだりす
る機能を高める「口腔体操」が大切です。

保 健 だ よ り

口腔清掃で口のなかをきれいに

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。

※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？

【と　　き】　令和5年1月20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】　1月13日（金）まで

【開 催  日】　2か月に1回（偶数月）
※詳しい開催日程については、下記お問い合わせ先にご確認ください。

【と こ  ろ】　にじ★カフェ内（活動内容によって変更あり）
【主な活動内容】　座談会や介護に関する勉強会等
【対 象 者】　認知症の人を介護している家族
【費　　用】　無料
　　　　　　（活動内容によって実費負担の場合あり）

「にじ★カフェ音楽会」を開催しました

「はまゆりの会」をご存知ですか？

通 い の 場 「 に じ ★ カ フ ェ 」

家族の認知症状や介護の事な
ど、誰にも相談できず一人で悩ん
でいませんか？
「はまゆりの会」は、認知症の
人を介護している家族なら誰でも
参加できる交流会です。
他の介護者さんと気軽に相談

し合ったり、先輩介護者さんから
介護のアドバイスをもらって、日々
の悩みを少し軽くしませんか？

認 知 症 の 人 の 家 族 交 流 会

認知症の人
の

お手伝いを
しません

か？

口腔体操で口のまわりの筋肉をきたえる

旬の食材を食べてフレイル予防

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

 179,555,287
 169,187,493
 9,633,787

 0
 34,237
 15,840
 675,602
 8,328

 145,865,462
 1,000,000
 1,000,000

 144,865,462
 1,045,854
 2,190,355

 0
 1,443,238
 12,141,032

 8,150
 846,508

 96,781,895
 30,408,430
325,420,749

 22,816,835
 26,961,337
△ 3,803,241

 21,128
 13,008
△ 15,840
△ 351,328
△ 8,229

 4,693,463
 0
 0

 4,693,463
△ 10,210
△ 413,895
 3,608,000
 1,189,760
 194,067

 0
 16

 74,031
 51,694

27,510,298

 202,372,122
 196,148,830
 5,830,546
 21,128
 47,245

 0
 324,274

 99
 150,558,925
 1,000,000
 1,000,000

 149,558,925
 1,035,644
 1,776,460
 3,608,000
 2,632,998
 12,335,099

 8,150
 846,524

 96,855,926
 30,460,124
352,931,047

 63,117,368
 11,952,580
 2,851,801
 34,143,338
 645,532
 701,243
 3,752,038
 11,948

 9,058,888
 16,023,354
 3,688,255
 12,335,099
 79,140,722

 69,551,786
 14,424,835
 2,894,328
 26,564,890
 827,806
 785,983
 4,165,870
 13,626

 19,874,448
 12,141,032

 0
 12,141,032
 81,692,818

△ 6,434,418
△ 2,472,255
△ 42,527
 7,578,448
△ 182,274
△ 84,740
△ 413,832
△ 1,678

△ 10,815,560
 3,882,322
 3,688,255
 194,067

△ 2,552,096

 1,000,000
 1,000,000

 127,316,050
 96,855,926
 30,460,124

 26,189
 26,189
 846,524
 846,524

 144,601,562
 144,601,562
 29,980,377
 273,790,325

 352,931,047

 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

 0
 0

 125,725
 74,031
 51,694
△ 43,708
△ 43,708

 16
 16

 29,980,361
 29,980,361
 34,544,502
 30,062,394

 27,510,298

196,148,830
5,830,546
21,128
47,245
324,274

99
202,372,122
1,000,000
1,000,000
1,035,644
1,776,460
3,608,000
2,632,998
12,335,099

8,150
846,524

96,855,926
30,460,124
149,558,925
150,558,925
352,931,047

11,952,580
2,851,801
34,143,338
645,532
701,243
3,752,038
11,948

9,058,888
63,117,368
3,688,255
12,335,099
16,023,354
79,140,722

273,790,325

　今年度、移送サービス事業における運転ボランティアとして、
新たに3人が加わりました。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！

　運転ボランティアは活動時、利用者にすぐ気づいていただけ
るようユニフォームとして、オレンジ色のジャンパー（夏はベス
ト）とキャップを着用しています。
　移送サービス事業の開始から10年が経過した今
年、ユニフォームをリニューアルしました。
　定着しているオレンジ色は継続し、交野市社協の
マスコットキャラクター「にじ丸ちゃん」をプリント
しました。それに伴い、車両の目印となるマグネッ
トシールも同様のデザインに変更しました。
　みなさまのご利用をお待ちしています。（利用す
るには事前に登録面談が必要です）

交野市社会福祉協議会
☎ 072-895-1185・072-817-0990　    072-895-1192FAX

担　当問い合わせ

運転ボランティアのユニフォームがリニューアル！

田中
た なか

吉兼
よしかね

担
　当

田中
た なか

大貫
おおぬき

担
　当 移送サービス移送サービス

◉口を閉じたまま、
ほおをふくらませたり、
すぼめたりしましょう。

◉口を大きくあけて、
舌を出したり
引っ込めたりしましょう。

◉舌を出して、上下、
左右に動かして
みましょう。

◉「パ、タ、カ、ラ」と
発音することで、
口のまわりの筋肉や舌の
機能を向上できます。

◉毎食後、歯みがきを ◉義歯も清掃を

☆半年に一度など定期的に歯科医を受診し、口腔の状態をチェックしましょう。☆

　秋野菜は栄養価が高く、食物繊維
も豊富。また噛み応えのある食材も
多く、たくさん噛んで食べることでお
口の体操にもなります。

★栄養たっぷり秋が旬の食材

　サツマイモは食物繊維が豊富に含まれるため、腸内環境を整え、
便秘にも効果的です。ビタミンも豊富で風邪の予防にもなります。

食物繊維が豊富なサツマイモ

サツマイモ ニンジン レンコン カボチャ

　歯ブラシ、歯と歯の間をみ
がく歯間ブラシ、デンタルフ
ロスなどを使ってていねいに。

　義歯（入れ歯）も毎日清
掃しましょう。不都合があ
れば必ず歯科医に相談を。

新しいロゴマーク！

～おひとりでは外出が難しい人のお出かけを応援します～

参加をご希望される方は、下記までお問い合わせください。

申し込み・問い合わせ 交野市地域包括支援センター　☎072-893-6426　　072-895-1192　

orange@katano-shakyo.comEmail nijimaru@katano-shakyo.comEmail
「認知症サポーターステップアップ講座」は…… 「はまゆりの会」、「にじ★カフェ」は……

インスタグラムフェイスブック

随時情報更新中！

「にじ★カフェ」は毎週月曜日
午前10時～午後4時に開催しています。
☆詳細はSNSをご覧ください☆

『はまゆりの唄』を聴いて温かい気持ちになりました♪

安全運転でがんばります！

　9月26日（月）に認知症の人と介護者家族の「にじ★カフェ
音楽会」を開催しました。
　当日は、たくさんのご参加があり、みなさん素敵な音楽に耳を
傾けておられました。
　また、12月26日（月）にはクリスマス会を開催予定です。
　ぜひご参加ください。

ユニフォームや
車輌（両サイド）はこの
ロゴマークが目印です！

ボランティアグループ紹介

子育て広場「アリス」
　子どもと一緒に遊ぶボランティアとして活動しているの
が、子育て広場「アリス」です。
　こどもゆうゆうセンターの部屋には、子どもが喜ぶ楽し
いおもちゃがいっぱい棚にならんでいます。広い園庭には
幼児用の滑り台やジャングルジム、砂場があり、晴れた日
には戸外で遊ぶのも良いでしょう。
　私たちは子どもたちが安心して遊べるように、見守り、
おもちゃの消毒、整理、また保護者同士の日常の会話が和
気あいあいと弾むように、仲間づくりのお手伝いもしてい
ます。
　「今日は何組の親子が来てくださるかな？」と楽しみに待っ
ています。
　これから一緒に活動しませんか。

子育て広場「アリス」に関心のある人は、
ボランティアセンターまで

☎ 072-894-3737

どのおもちゃで遊ぼうかな～♪

園庭の遊具も楽しいよ♪
【と　　き】　毎月第1・3木曜日　午後2時30分～4時
【と こ ろ】　こどもゆうゆうセンター（ゆうゆうセンター敷地内）
【対 象 者】　0歳～3歳児と保護者
【内　  容】　おもちゃや友達と出会う　園庭開放・親子あそび

仲間
募集

①

②

①子育て広場「アリス」は、ボランティアグループの名称です。
②「アリス」は、こどもゆうゆうセンターでの遊び場の名称です。

「アリス」 の開催日程等
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にじ丸ちゃん

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。

2022

7月～9月まで

　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3,974,893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。

　地域福祉活動計画では、同じ地域に住む人・働く人が世代を越
えた交流を行うことや、様々な生活課題から生きづらさを抱える
人を、地域から孤立させないためのつながりづくりを深めています。
　その中でも、更生支援の取り組みは、関係機関・団体が力を合
わせて取り組む活動の一つです。令和4年度から、交野女子学院
（女子少年院）が新たな仲間としてつながりの輪に参画し、地域
福祉活動を推進しています。

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

「ひきこもりの支援を考える～当事者支援と家族支援について～」
　昨年度当事者講演に
てご好評頂いた講師を
招き、現在所属してい
る機関でのひきこもり
からの回復支援、家族
支援について講義いた
だきます。

日　時

対象者

場　所

定　員

講　師

担　当

担　当

令和5年1月24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 4階　多目的ホール
先着75人　参加費無料
くらしサポートセンター守口
白石裕一さん
1/19（木）まで

　7/21～10/31までの間『きみのしらないかたの
ザ★クイズラリー』を開催しました。
　コロナ禍で様々なイベントが中止となる中、外出
のきっかけや楽しい思い出づくり、親子や友達との
心温まる時間を過ごしてもらえればと思い、CSW（コ
ミュニティソーシャルワーカー）合同会議※で非接触
型のクイズラリーを企画しました。
　クイズラリーの拠点は、交野市内の社会福祉施設
（交野市社会福祉施設地域貢献連絡会）のご協力を
得ました。
　初めての試みだったため開始直前まで「小中学生は
興味を持ってくれるのか」「参加してくれる子はいるだ

しらいしゆういち

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

『きみのしらないかたの｠ザ★クイズラリー』報告
HUGを体験してみよう
ボランティアグループ紹介　子育て広場「アリス」
移送サービスについて
令和3年度　貸借対照表および財産目録

地域包括支援センターコーナー
認知症サポーターステップアップ講座／はまゆりの会／にじ★カフェ

保健だより　口腔ケア
ひきこもり研修会／やすらぎ支援について／緊急通報装置
2022赤い羽根共同募金／善意銀行

アカウント名：交野市社会福祉協議会
インスタグラム フェイスブック ツイッター

P.2 P.5

P.6

P.7

P.8

P.3

P.4

●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。

今号の内容

ザ★クイズラリーかたのかたの

ろうか」と不安もありましたが、50人の参加者があり
大盛況でした。（令和４年10月5日時点）
　「今まで知らなかった交野を知った」「認定証や景
品をもらえてうれしい！」「楽しかった」「また来年も
やりたい」など嬉しい感想が寄せられました。
　子どもたちが、福祉の仕事に興味を持つきっかけ
や、地域には多様な人々がともに暮らしていること
を学ぶ機会となっていれば嬉しいです。

体験が発見を生む

申し込み

を
利用してみませんか

　　　　　　　　　　　　認知症高齢者の方を介護
するご家族がリフレッシュする時間を作ることができ
るように、やすらぎ支援員が訪問し、認知症の高齢
者の方のお話し相手や見守りを行ないます。

とは…

交野市にお住まいのおおむね
65歳以上の認知症の方で、家
族の外出や休息のために一時
的に見守り等を必要とする方
※認知症高齢者の方を介護する家族
への支援を目的としているため、
一人暮らしの方や、施設等入所の
方は対象となりません。

対象者・費用

お元気コールについて

●交野市にお住まいの65歳以上の一人暮らしの方など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：無料
●交野市にお住まいの65歳以上の高齢者世帯など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：月額1,500円（消費税が別途かかります）
※月々の通話料（メンテナンス料含む）は自己負担となります。

利用料 1時間あたり80円
（30分は40円）

内　容 ●休日を除く月～金曜日の午前9時半～午後5時の
間でやすらぎ支援員が自宅に訪問し、お話し相
手や見守りを行ないます。

●1回5時間までとし、月10時間まで利用できます。
●利用にあたっては事前に登録が必要となります。

を
考えてみませんか

　おおむね65歳以上の一人暮らしや高齢者
夫婦世帯などに、24時間相談でき、ボタン
一つで緊急時に知らせることが出来る「緊急
通報装置」の貸し出しを行っています。

　お元気コールとは、希望者を対象に月に2回ナースコ
ールセンターから利用者宅に電話し、健康状態の確認を
看護師や保健師が行うサービスです。

緊急通報装置

ペンダント

赤い羽根
共同募金

7月26日
7月27日
7月29日
8月29日
9月16日
9月28日
9月29日
9月30日

5,100円

6,400円

10,000円

6,400円

米90kg

6,200円

2,100円

40,329円

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

（株）栄　交野ガスリビングさんから

Aさん（匿名）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

交野市　茶華道協会さんから

ミクバッジ クリアファイル

かた の

担
　当

田村
た むら

米谷
よね たに

※コミュニティソーシャルワーカー合同会議とは
　福祉相談の窓口であるコミュニティソーシャルワー
カーと関係機関が集まり、交野市内に住む子どもから
高齢者までの相談支援や、居場所づくり等地域の仕
組みの充実を図るために開催しています。

　交野市には交野女子学院という女子少年院があります。女子少年院では少年が自分
の問題点に気づき、課題を解決できるよう日々、矯正教育に取り組んでおり、職業指導
の一環として農園作業なども行っています。

交野女子学院って
こんなところ

つながりの
輪 が
広がって
います

善意銀行

を
体験してみよう

ひ な ん じ ょ

う

ん
え い

ゲ
ー ム

第4期交野市地域福祉活動計画推進トピックス

　交野女子学院で収穫した野菜を、市内のこども食堂や福祉施設、ゆうゆうセンター内
のカフェや、校区福祉委員会で活用するなどの農業×福祉の取り組みを行っています。

高齢者通所施設障がい者グループホーム

「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。皆様のご協力ありがとうございます。
申し込み・問い合わせ 交野市社会福祉協議会　☎072-895-1185　　072-895-1192　
このページに関する

田村
た むら

𠮷田
よし だ

利用についてお気軽にお問い合わせください

米谷
よねたに

𠮷田
よし だ

校区福祉委員会

　HUGを体験して、避難所運営を考える
大切さが分かりました。民生委員は避難所
で様々な役割を担うことが考えられるので、
今回はゲーム形式で疑似体験ができてよか
ったです。
　昨今は、繋がりが希薄で隣にどんな人が
住んでいるのか知らない人も多い世の中で
す。しかし、災害時にはつながりがとても
大切だと思っています。一人に負担が偏ら
ないように、地域のみんなで気にかけ合う
ことが必要です。助け合
いの気持ちを発揮できる
場作りができたらいいで
すね。

　第三地区会の民生委員・児童委員、主任児童委員のみなさ
んと一緒にHUGを体験しました。
　HUGは静岡県で開発された避難所運営を疑似体験できるカ
ードゲームです。数人のグループで役割分担をし、次々と訪れ
る避難者や突然起こる出来事に対して迅速かつ適切に対応して
いきます。
　実際の災害時のような緊張感を持ちながら、安全に避難がで
きるように取り組みました。
　災害時に備えてHUGを体験してみたい人は社協の出前講座
を活用してください。

第三地区会　前内安一さん

第三地区会の前内さんに
インタビューしました。

ひきこもり研修会

「美味しいスイカね」と
話がはずみます

玉ねぎを使ってどんな
料理を作ろうかな

ジャガイモでポテト
チップスを作ろう

まえうちやすかず

まずはご連絡
ください

僕のヒーロー
アカデミア
グッズ

社会福祉実習体験レポート

澤さん 伊藤さん
さわ い とう
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にじ丸ちゃん

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。

2022

7月～9月まで

　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3,974,893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。

　地域福祉活動計画では、同じ地域に住む人・働く人が世代を越
えた交流を行うことや、様々な生活課題から生きづらさを抱える
人を、地域から孤立させないためのつながりづくりを深めています。
　その中でも、更生支援の取り組みは、関係機関・団体が力を合
わせて取り組む活動の一つです。令和4年度から、交野女子学院
（女子少年院）が新たな仲間としてつながりの輪に参画し、地域
福祉活動を推進しています。

じぶんの町を
良くするしくみを
めざして

「ひきこもりの支援を考える～当事者支援と家族支援について～」
　昨年度当事者講演に
てご好評頂いた講師を
招き、現在所属してい
る機関でのひきこもり
からの回復支援、家族
支援について講義いた
だきます。

日　時

対象者

場　所

定　員

講　師

担　当

担　当

令和5年1月24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 4階　多目的ホール
先着75人　参加費無料
くらしサポートセンター守口
白石裕一さん
1/19（木）まで

　7/21～10/31までの間『きみのしらないかたの
ザ★クイズラリー』を開催しました。
　コロナ禍で様々なイベントが中止となる中、外出
のきっかけや楽しい思い出づくり、親子や友達との
心温まる時間を過ごしてもらえればと思い、CSW（コ
ミュニティソーシャルワーカー）合同会議※で非接触
型のクイズラリーを企画しました。
　クイズラリーの拠点は、交野市内の社会福祉施設
（交野市社会福祉施設地域貢献連絡会）のご協力を
得ました。
　初めての試みだったため開始直前まで「小中学生は
興味を持ってくれるのか」「参加してくれる子はいるだ

しらいしゆういち

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

『きみのしらないかたの｠ザ★クイズラリー』報告
HUGを体験してみよう
ボランティアグループ紹介　子育て広場「アリス」
移送サービスについて
令和3年度　貸借対照表および財産目録

地域包括支援センターコーナー
認知症サポーターステップアップ講座／はまゆりの会／にじ★カフェ

保健だより　口腔ケア
ひきこもり研修会／やすらぎ支援について／緊急通報装置
2022赤い羽根共同募金／善意銀行

アカウント名：交野市社会福祉協議会
インスタグラム フェイスブック ツイッター

P.2 P.5

P.6

P.7

P.8

P.3

P.4

●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。

今号の内容

ザ★クイズラリーかたのかたの

ろうか」と不安もありましたが、50人の参加者があり
大盛況でした。（令和４年10月5日時点）
　「今まで知らなかった交野を知った」「認定証や景
品をもらえてうれしい！」「楽しかった」「また来年も
やりたい」など嬉しい感想が寄せられました。
　子どもたちが、福祉の仕事に興味を持つきっかけ
や、地域には多様な人々がともに暮らしていること
を学ぶ機会となっていれば嬉しいです。

体験が発見を生む

申し込み

を
利用してみませんか

　　　　　　　　　　　　認知症高齢者の方を介護
するご家族がリフレッシュする時間を作ることができ
るように、やすらぎ支援員が訪問し、認知症の高齢
者の方のお話し相手や見守りを行ないます。

とは…

交野市にお住まいのおおむね
65歳以上の認知症の方で、家
族の外出や休息のために一時
的に見守り等を必要とする方
※認知症高齢者の方を介護する家族
への支援を目的としているため、
一人暮らしの方や、施設等入所の
方は対象となりません。

対象者・費用

お元気コールについて

●交野市にお住まいの65歳以上の一人暮らしの方など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：無料
●交野市にお住まいの65歳以上の高齢者世帯など（※）
　○設置費用：無料
　○リース料：月額1,500円（消費税が別途かかります）
※月々の通話料（メンテナンス料含む）は自己負担となります。

利用料 1時間あたり80円
（30分は40円）

内　容 ●休日を除く月～金曜日の午前9時半～午後5時の
間でやすらぎ支援員が自宅に訪問し、お話し相
手や見守りを行ないます。

●1回5時間までとし、月10時間まで利用できます。
●利用にあたっては事前に登録が必要となります。

を
考えてみませんか

　おおむね65歳以上の一人暮らしや高齢者
夫婦世帯などに、24時間相談でき、ボタン
一つで緊急時に知らせることが出来る「緊急
通報装置」の貸し出しを行っています。

　お元気コールとは、希望者を対象に月に2回ナースコ
ールセンターから利用者宅に電話し、健康状態の確認を
看護師や保健師が行うサービスです。

緊急通報装置

ペンダント

赤い羽根
共同募金

7月26日
7月27日
7月29日
8月29日
9月16日
9月28日
9月29日
9月30日

5,100円

6,400円

10,000円

6,400円

米90kg

6,200円

2,100円

40,329円

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

（株）栄　交野ガスリビングさんから

Aさん（匿名）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

交野市　茶華道協会さんから

ミクバッジ クリアファイル

かた の

担
　当

田村
た むら

米谷
よね たに

※コミュニティソーシャルワーカー合同会議とは
　福祉相談の窓口であるコミュニティソーシャルワー
カーと関係機関が集まり、交野市内に住む子どもから
高齢者までの相談支援や、居場所づくり等地域の仕
組みの充実を図るために開催しています。

　交野市には交野女子学院という女子少年院があります。女子少年院では少年が自分
の問題点に気づき、課題を解決できるよう日々、矯正教育に取り組んでおり、職業指導
の一環として農園作業なども行っています。

交野女子学院って
こんなところ

つながりの
輪 が
広がって
います

善意銀行

を
体験してみよう

ひ な ん じ ょ

う

ん
え い

ゲ
ー ム

第4期交野市地域福祉活動計画推進トピックス

　交野女子学院で収穫した野菜を、市内のこども食堂や福祉施設、ゆうゆうセンター内
のカフェや、校区福祉委員会で活用するなどの農業×福祉の取り組みを行っています。

高齢者通所施設障がい者グループホーム

「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。皆様のご協力ありがとうございます。
申し込み・問い合わせ 交野市社会福祉協議会　☎072-895-1185　　072-895-1192　
このページに関する

田村
た むら

𠮷田
よし だ

利用についてお気軽にお問い合わせください

米谷
よねたに

𠮷田
よし だ

校区福祉委員会

　HUGを体験して、避難所運営を考える
大切さが分かりました。民生委員は避難所
で様々な役割を担うことが考えられるので、
今回はゲーム形式で疑似体験ができてよか
ったです。
　昨今は、繋がりが希薄で隣にどんな人が
住んでいるのか知らない人も多い世の中で
す。しかし、災害時にはつながりがとても
大切だと思っています。一人に負担が偏ら
ないように、地域のみんなで気にかけ合う
ことが必要です。助け合
いの気持ちを発揮できる
場作りができたらいいで
すね。

　第三地区会の民生委員・児童委員、主任児童委員のみなさ
んと一緒にHUGを体験しました。
　HUGは静岡県で開発された避難所運営を疑似体験できるカ
ードゲームです。数人のグループで役割分担をし、次々と訪れ
る避難者や突然起こる出来事に対して迅速かつ適切に対応して
いきます。
　実際の災害時のような緊張感を持ちながら、安全に避難がで
きるように取り組みました。
　災害時に備えてHUGを体験してみたい人は社協の出前講座
を活用してください。

第三地区会　前内安一さん

第三地区会の前内さんに
インタビューしました。

ひきこもり研修会

「美味しいスイカね」と
話がはずみます

玉ねぎを使ってどんな
料理を作ろうかな

ジャガイモでポテト
チップスを作ろう

まえうちやすかず

まずはご連絡
ください

僕のヒーロー
アカデミア
グッズ

社会福祉実習体験レポート

澤さん 伊藤さん
さわ い とう


