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プルトップありがとう！！ 平成30年４月24日現在
約351kg集まりました。

第113号
6月発行

主な記事
１面・２面
　　：地域ふくし協力金
３面：教えて！きらら
　　　事業計画・予算
　　　走れ！！ＣＳＷ
４面：吹田市社協からの

お知らせ

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階 ●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●ボランティアセンター（☎06・6339・1210）
●地域福祉課　　　　（☎06・6339・1254）
●総務課　　　　　　（☎06・6339・1205）

  すいた社協だよりは、自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。

災害ボランティア事前登録制度が始まります！

　吹田市内の高齢者施設や医療施設で、２時間程度お
話し相手や囲碁将棋の相手などを行う活動です。
　３回の研修を受けていただくと介護支援サポーター
になることができます。この活動には「ポイント」が
付与され、助成金として交付されます。
◆対　象：65歳以上の吹田市民で介護保険料の滞納が
　　　　　なく、介護保険サービスを利用していない方
◆場　所：総合福祉会館２階　第３会議室
◆時　間：毎回14時～16時　　◆参加費：無料
●問い合わせ：総務課
＜介護支援サポーター養成研修スケジュール＞

始めてみませんか？
介護支援サポーター活動

　７～９月に、ボランティア活動のきっかけづくりと
して、また地域の施設やボランティア活動をより身近
に感じ、体験してもらう取り組みを実施します。
　新しい一歩を踏み出してみませんか？
◆協力施設数：44ヵ所
　（高齢 19、障がい 2、児童 10、その他 13）
◆申込書配布先：
　吹田市社協、市役所 福祉総務課・市民自治推進室、
　出張所等
◆申込受付：
　活動希望日の10日前までに持参または郵送（必ず
　82円切手を貼った返信用封筒を用意して下さい）
●問い合わせ：ボランティアセンター

　大規模災害の発生時に、吹田市社協では災害ボラン
ティアセンターを立ち上げ、被災者の生活再建に向け
たさまざまな支援活動に取り組みます。災害時のボラ
ンティア活動は多岐にわたるため、あらかじめ個人登
録をしてもらうことで、迅速で効果的な被災者支援に
つなげることができます。皆さまの特技や資格を災害
時の支援に活かしませんか？
◆対　　象：18歳以上で吹田市在住、在勤、在学の
　　　　　　個人の方
◆申込受付：６月１日（金）より吹田市社協窓口にて受付
　　　　　　（まずはお電話でお問い合わせください）
◆登録者への研修等も予定しています。
●問い合わせ：総務課

「ボランティア体験プログラム」が
今年も始まります！

吹田市社協からのお知らせ
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社協だより
すいた

日常生活の様々な悩みや心配ごとに、経験豊かな相談
員が応じます。相談の内容は問いません。
◆相談日　毎週水曜日　13時～15時
◆場　所　総合福祉会館２階　吹田市社協
※予約不要（来館での相談です）
※相談無料　※秘密は厳守いたします。
●問い合わせ：総務課

心配ごと相談

カレンダー作りの時間。 笑顔あふれる楽しいひとときです。

内本町デイで

いつでも見学
お待ちしております

 元気！

  市内33地区の福祉委員会では、さまざまな活動をとおして地域住民のつながり、助け合いを広めています。
地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています！

子育てサロン

広報に関するお知らせ

子育て親子の
仲間づくり

いきいきサロン ふれあい昼食会
高齢者の集いの場

ひとり暮らし高齢者の昼食会

世代間交流
子どもたちと
高齢者のふれあい

見守り声かけ活動
地域みんなで見守り

障がい者（児）交流
同じまちの住民同士
のつながりづくり

2/3（約333円）は、
地域の中で人の輪を広げる
地区福祉委員会の活動に！！

1口500円にご協力いただくと…

社会福祉協議会の活動に！！
地区福祉委員会のサポート業務 など

1/3（約167円）は、
地域福祉活動を応援する

※人件費、介護保険事業に使われることはありません。

地区福祉委員会の活動地区福祉委員会の活動地区福祉委員会の活動にに

  市内33地区の福祉委員会では、さまざまな活動をとおして地域住民のつながり、助け合いを広めています。
地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています！
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実施月 1回目 2回目 3回目
６月 11日（月） 19日（火） 26日（火）
７月 ９日（月） 17日（火） 24日（火）
９月 10日（月） 18日（火） 25日（火）

市報すいた７月号に記事掲載
　吹田市社協のコミュニティソーシャルワーカー
の取り組みが紹介されます。ぜひご覧ください。

スマートフォン版社協ホームページのリニューアル
　パソコンだけでなく、スマートフォンからも
地域の福祉活動やボランティアの情報をより分
かりやすく見ていただけるようになり
ました。ＱＲコードからチェック！➡

「すいた社協だより」の配布について
　いつも「すいた社協だより」をご覧いただき
ありがとうございます。現在、各自治会を通し
て回覧していただいておりますが、個別にご希
望があれば対応いたしますのでご連絡ください。
●問い合わせ：地域福祉課

　善意銀行で受付しておりましたエコキャップの受け取
りを、諸般の事情により休止させていただくことになり
ました。平成30年９月末日までは社協の窓口のみ受付し
ています。ご協力いただき、ありがとうございました。

エコキャップ受付休止のお知らせ

　今号より
フルカラーに
　なりました！

地域　  ふくし　  協力金のみなさんの 活動に役立つ

７・８月は、募集
強化月間です！
主に自治会を通じ
てご協力いただい
ていますが、個人
でご協力いただけ
る方は、社協まで
ご連絡ください。
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◆70,000円  御旅町工場等協議会　　◆50,000円  ㈱ダスキン、フジヤハウジングサービス　　◆34,500円  藤田リトルガーデン
◆30,000円  桃山台ショッピングセンター、㈱紙谷工務店、大阪市立弘済院 第1特別養護老人ホーム、江坂無私の会　　◆20,000円  大幸薬品㈱、
吹南地区振興会、紅葉山会館、たにの内科・胃腸科、㈲タスカル、特別養護老人ホーム いのこの里、救護施設 千里寮、㈱ビケンテクノ　　
◆18,000円  （医）整友会 整友会診療所　　◆10,000円  オリエンタル酵母工業㈱、北越紀州製紙㈱、紀州興発㈱、大東電材㈱、㈱生島商店、
西日本電気システム㈱、泉州電業㈱、㈱植田モータース、しものクリニック、吹田市水道・土木工事業協同組合、アサヒロジ㈱、中原医院、さかもと歯科、
木田木材興業㈱、㈱日立金属ネオマテリアル、木下倉庫運輸㈱、㈱メーサイ、㈱上一木材、（医）上川眼科、角谷クリニック、㈱ケンヨー、藤阪倉庫運送㈱、
（福）和貴会 スローライフ千里、双葉保育園、㈲榎惣産業、ランドマーク㈱、仲総合給食㈱、㈲瀧川産業、日本推進建設㈱、㈲丸正商事、㈲蔵人、㈱ワタナベ、
家村商事㈱、㈲エステート千寿、イオンリテール㈱ イオン南千里店、㈱大松、イーデーエム㈱、㈲ティ・エス、㈱ワイズ、創価学会吹田文化会館、
（福）春風会 ちくりんの里、㈱スポーツテクノ和広、㈱江坂設備工業、玉川学園保育園、東急ドエルアルス津雲台管理組合、（福）六心会 離宮千里山、㈱橋本工務店、
吹田市医師会、寿司善、㈲ハートランドハーベスト、光徳寺、摂津電気工事㈱、㈱吹公社、もみの木保育園、吹田さんくす名店会商業協働組合、
大阪府済生会 吹田病院、西岡整形外科、信栄税理士法人、ハピネスさんあい、大阪厚生信用金庫 江坂支店、飯藤産婦人科、穂波興業㈱、伴医院、
（医）菊秀会 皐月病院、吹田特別養護老人ホーム 松風園、玉川学園高野公園保育園、（医）いちえ 有希クリニック、㈱後藤電気、あんどう眼科クリニック、
昭光木材㈲、（福）光聖会認定こども園 蓮美幼児学園千里丘キンダースクール、彩つばさ保育園、つばき内科クリニック、㈱髙田工務店、なかがわ整形外科
◆7,000円  おがわクリニック　　◆6,000円  ㈱音羽　　◆5,000円  京三電設工業㈱、共同運輸倉庫㈱、㈱スチール、介護老人保健施設つくも、
（医）はたクリニック、㈱木下工務店、㈱花和、㈱サニクリーン近畿、㈱曽我、北おおさか信用金庫 江坂駅前支店南吹田出張所、末廣電気工業㈱、㈱大久、
㈱横内商会、柳瀬医院、くろまつ歯科医院、木下建設㈱、七五フレンド江坂㈱、千原歯科医院、太陽サービス㈱、北おおさか信用金庫 吹田支店、
ゆらら藤白台商店会、新栄運送㈱、光明寺、㈱みなと銀行 千里山支店、㈱吉野工業所 大阪工場、宮浦眼科、宣法寺、寿司 むろ井、船戸医院、
（福）緑地福祉会 プレーゴ緑地公園、寿司割烹・仕出し なるを、㈱公益社 吹田営業所、SAKI STUDIO、まるやま耳鼻咽喉科、佐井寺たんぽぽ保育園、
セブンイレブン吹田佐井寺4丁目店、日本旋拳道協会、茨木高槻交通㈱、サンデン㈱、京阪互助センター 千里玉泉院、向井診療所、㈲アルファ・スクール、
のざきクリニック、すぎうら眼科、㈱阪急 阪急オアシス千里山店、坂口眼科医院、㈱浪速管理、㈱丸福工務店、㈱サンキョー、栄和興業㈱、㈱土寅本店、
南ヶ丘こども園、モンマートおおした、㈱ケンセイ、きじま歯科医院、やのクリニック、ASA千里丘西、野中内科クリニック、津雲台商店会、原田商店、
さたけ内科クリニック、岡歯科医院、吹田高野台郵便局、高砂、（医）佐藤整形外科クリニック、佐井寺郵便局、（医）九嶺会 戸川医院、たかの台薬局、
オノエ動物病院、（医）小憩会 さわらび診療所、㈱誠和、松山商店、あみおかクリニック、あいほうぷ吹田、ATELIER MI･HO、南千里クリスタルホテル、
㈱井上昇商店、新聞社北千里地区現地会、旬菜 山﨑 竹谷店、（特非）大阪府北部コミュニティカレッジ、浜医院、とり信、熊きち、えちごクリニック、
大阪 YWCAシャロン千里、㈱カルテステーション、㈱大建工業所、グループホーム きさく苑吹田、㈱オオシタ、㈱井村楽器、梅村工機、㈱中田商会、
㈱淀井表具店、さか耳鼻咽喉科クリニック、Snail English Club、柴田石油㈱、（医）村田眼科　　

　コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、
　地域の皆さんのお困りごとの解決にあたる
　「地域密着の生活・福祉の相談員」です。
　吹田市社協には13人のＣＳＷがいます。

①かぎ預かり事業を通じて、ひとり暮らし高齢者を見守る
ネットワークの充実を進めるとともに、施設連の社会貢
献事業との連携を深めます。
②ＣＳＷは、生活支援コーディネーターと連携し、生活課
題の解決に向けて、地区福祉委員会などと「高齢者のこ
れからを考える交流会」を開催します。
③ボランティアセンターと連携し、有資格者を含めた災害
ボランティアの事前登録制度に取り組みます。
④通所介護事業における吹田市指定管理制度の継続申請を
行います。

各記事に関する申込み・お問い合わせは　吹田市社会福祉協議会 ☎06・6339・1205㈹　※感想、ご意見もお寄せ下さい 　　すいた社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金により年4回発行しています。

※紙面の都合上、5,000円以上ご協力いただいた法人のみを掲載させていただきましたが、ほかにも多くのご協力をいただきました。 ありがとうございました。

平成29年度 地域ふくし協力金〈賛助会費〉へのご協力
ありがとうございました！

について
善意銀行（単位：円）

地区名 実績 還元金
吹一
吹二
吹三
吹六
東
吹南
山手
千一
片山
千二
五月が丘
佐井寺

586,127
612,800
488,995
340,330
546,400
651,000
237,700
533,500
390,650
235,000
133,000
342,000

378,000
394,000
320,000
232,000
354,000
417,000
171,000
347,000
262,000
170,000
109,000
233,000

地区名 実績 還元金
千三
千里新田
岸部
豊一
豊津西
山一
南山田
東山田
西山田
北山田
山二
山三

252,600
274,903
467,400
388,100
737,920
339,000
341,500
309,260
426,750
518,735
516,200
321,500

180,000
193,000
308,000
260,000
468,000
231,000
233,000
214,000
283,000
338,000
337,000
221,000

地区名 実績 還元金
山五
佐竹台
高野台
津雲台
桃山台
竹見台
古江台
藤白台
青山台
その他
合　計

286,250
133,500
342,976
373,100
455,951
187,900
742,650
638,077
139,500
36,197

13,327,471

200,000
109,000
234,000
252,000
301,000
142,000
471,000
409,000
113,000

8,884,000

平成29年度 地域ふくし協力金〈賛助会費〉地区実績・還元金

  平成29年度 特別地域ふくし協力金〈特別賛助会費〉協力法人・商店 （敬称略・順不同）

いつも楽しく参加しています。
サロンで知り合った方と、
サロン以外でも会うように
なりました。
ママ友が増えて嬉しいです。

子育てサロンに参加されて
いる親子にインタビュー

●問い合わせ：地域福祉課　

走れ！！

今後ともご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

担当：森・吉田
だよしもり

千里ニュータウンブロック
佐竹台・高野台・津雲台・
桃山台・竹見台・古江台・
藤白台・青山台

担当：中野・水田・斉藤
とうさいたみずのなか

山田・千里丘ブロック
五月が丘・山一・南山田・
東山田・西山田・北山田・
山二・山三・山五

担当：長谷川・山本
もとやまがわせは

千里山・佐井寺ブロック
千二・佐井寺・千三・千里新田

担当：稲葉・岸本
もときしばいな

片山・岸部ブロック
片山・山手・千一・岸部

担当：馬場・佐本
もとさばば

豊津・江坂・南吹田ブロック
吹二・吹南・豊一・豊津西

担当：山田・爲則
のりためだやま

ＪＲ以南ブロック
吹一・吹三・吹六・東

（平成30年6月1日現在）

平成30年度 社会福祉事業会計予算概要（資金収支計算書より）

平成30年度 吹田市社協事業計画・予算

収　　入    金額（千円）
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他収入
　　　当期収入計　①

13,540
3,446
84,463
124,748
2,622
70,332
7,324
15,305
321,780

支　　出    金額（千円）
法人運営事業
ボランティア活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
居宅介護支援事業
内本町デイサービス事業
地域福祉基金事業
福祉ボランティア基金事業
　　　当期支出計　②

174,072
874

28,917
5,880
5,382
29,543
12,202
65,170
5,115
3,617

330,772
当期収支差額（①－②）△8,992

教えて！きらら
A1

市民の皆さまからお預かりした金品など
のご寄付を、市内の社会福祉施設などへ
橋渡しを行っている事業だよ。

市内の児童養護施設で生活している子
どもたちを対象にした『ゴールデンウ
ィークバスツアー』の開催や、『わく
わくお年玉事業』、障がい者支援の事
業所を対象にした『セラピードッグと
のふれあい体験事業』、市内で災害な
どで被災された方への『災害見舞金』
などに使われているよ。

A3
プルトップは、約800kg（おおよそドラム缶９本分）集まると
車いす１台に交換してもらえるよ。車いすは小・中学校への福
祉教育や、緊急時の貸し出しに使われているよ。他にも、未使
用のタオルや紙オムツは、市内の社会福祉施設（特別養護老人
ホームや障がい者事業所、保育園など）に橋渡しを行い、役立
てていただいているよ。

A4
吹田市社協にお問い合わせください。
皆さまの温かい善意をお待ちしています！

善意銀行って、
どんなことをしているの？Q1

寄付したお金は
どのように使われているの？Q2

寄付した物品は
どうなるの？Q3

寄付したいときは
どうすればいいの？Q4

セラピードッグ体験事業 ゴールデンウィークバスツアー地区福祉委員会への還元金は笑顔が広がる居場所（サロン）などに役立てられます！

私たち企業も地域の助け合い活動を応援しています！

協力金という形で、素敵な地域活動に
貢献できてうれしいです。

地域ふくし協力金にご協力いただいて
いる商店（吹一地区）にインタビュー

私たちの活動をいつも支えてくださり、
本当にありがとうございます。

子育てサロンに参加されて

吹田市社協　　
イメージキャラクター　　

「きらら」

A2

吹一地区福祉委員会 釣田委員長 ㈱生島商店 店主 生島さん



すいた社協だより  平成30年（2018年）6月 （3）（2） すいた社協だより  平成30年（2018年）6月

◆70,000円  御旅町工場等協議会　　◆50,000円  ㈱ダスキン、フジヤハウジングサービス　　◆34,500円  藤田リトルガーデン
◆30,000円  桃山台ショッピングセンター、㈱紙谷工務店、大阪市立弘済院 第1特別養護老人ホーム、江坂無私の会　　◆20,000円  大幸薬品㈱、
吹南地区振興会、紅葉山会館、たにの内科・胃腸科、㈲タスカル、特別養護老人ホーム いのこの里、救護施設 千里寮、㈱ビケンテクノ　　
◆18,000円  （医）整友会 整友会診療所　　◆10,000円  オリエンタル酵母工業㈱、北越紀州製紙㈱、紀州興発㈱、大東電材㈱、㈱生島商店、
西日本電気システム㈱、泉州電業㈱、㈱植田モータース、しものクリニック、吹田市水道・土木工事業協同組合、アサヒロジ㈱、中原医院、さかもと歯科、
木田木材興業㈱、㈱日立金属ネオマテリアル、木下倉庫運輸㈱、㈱メーサイ、㈱上一木材、（医）上川眼科、角谷クリニック、㈱ケンヨー、藤阪倉庫運送㈱、
（福）和貴会 スローライフ千里、双葉保育園、㈲榎惣産業、ランドマーク㈱、仲総合給食㈱、㈲瀧川産業、日本推進建設㈱、㈲丸正商事、㈲蔵人、㈱ワタナベ、
家村商事㈱、㈲エステート千寿、イオンリテール㈱ イオン南千里店、㈱大松、イーデーエム㈱、㈲ティ・エス、㈱ワイズ、創価学会吹田文化会館、
（福）春風会 ちくりんの里、㈱スポーツテクノ和広、㈱江坂設備工業、玉川学園保育園、東急ドエルアルス津雲台管理組合、（福）六心会 離宮千里山、㈱橋本工務店、
吹田市医師会、寿司善、㈲ハートランドハーベスト、光徳寺、摂津電気工事㈱、㈱吹公社、もみの木保育園、吹田さんくす名店会商業協働組合、
大阪府済生会 吹田病院、西岡整形外科、信栄税理士法人、ハピネスさんあい、大阪厚生信用金庫 江坂支店、飯藤産婦人科、穂波興業㈱、伴医院、
（医）菊秀会 皐月病院、吹田特別養護老人ホーム 松風園、玉川学園高野公園保育園、（医）いちえ 有希クリニック、㈱後藤電気、あんどう眼科クリニック、
昭光木材㈲、（福）光聖会認定こども園 蓮美幼児学園千里丘キンダースクール、彩つばさ保育園、つばき内科クリニック、㈱髙田工務店、なかがわ整形外科
◆7,000円  おがわクリニック　　◆6,000円  ㈱音羽　　◆5,000円  京三電設工業㈱、共同運輸倉庫㈱、㈱スチール、介護老人保健施設つくも、
（医）はたクリニック、㈱木下工務店、㈱花和、㈱サニクリーン近畿、㈱曽我、北おおさか信用金庫 江坂駅前支店南吹田出張所、末廣電気工業㈱、㈱大久、
㈱横内商会、柳瀬医院、くろまつ歯科医院、木下建設㈱、七五フレンド江坂㈱、千原歯科医院、太陽サービス㈱、北おおさか信用金庫 吹田支店、
ゆらら藤白台商店会、新栄運送㈱、光明寺、㈱みなと銀行 千里山支店、㈱吉野工業所 大阪工場、宮浦眼科、宣法寺、寿司 むろ井、船戸医院、
（福）緑地福祉会 プレーゴ緑地公園、寿司割烹・仕出し なるを、㈱公益社 吹田営業所、SAKI STUDIO、まるやま耳鼻咽喉科、佐井寺たんぽぽ保育園、
セブンイレブン吹田佐井寺4丁目店、日本旋拳道協会、茨木高槻交通㈱、サンデン㈱、京阪互助センター 千里玉泉院、向井診療所、㈲アルファ・スクール、
のざきクリニック、すぎうら眼科、㈱阪急 阪急オアシス千里山店、坂口眼科医院、㈱浪速管理、㈱丸福工務店、㈱サンキョー、栄和興業㈱、㈱土寅本店、
南ヶ丘こども園、モンマートおおした、㈱ケンセイ、きじま歯科医院、やのクリニック、ASA千里丘西、野中内科クリニック、津雲台商店会、原田商店、
さたけ内科クリニック、岡歯科医院、吹田高野台郵便局、高砂、（医）佐藤整形外科クリニック、佐井寺郵便局、（医）九嶺会 戸川医院、たかの台薬局、
オノエ動物病院、（医）小憩会 さわらび診療所、㈱誠和、松山商店、あみおかクリニック、あいほうぷ吹田、ATELIER MI･HO、南千里クリスタルホテル、
㈱井上昇商店、新聞社北千里地区現地会、旬菜 山﨑 竹谷店、（特非）大阪府北部コミュニティカレッジ、浜医院、とり信、熊きち、えちごクリニック、
大阪 YWCAシャロン千里、㈱カルテステーション、㈱大建工業所、グループホーム きさく苑吹田、㈱オオシタ、㈱井村楽器、梅村工機、㈱中田商会、
㈱淀井表具店、さか耳鼻咽喉科クリニック、Snail English Club、柴田石油㈱、（医）村田眼科　　

　コミュニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）は、
　地域の皆さんのお困りごとの解決にあたる
　「地域密着の生活・福祉の相談員」です。
　吹田市社協には13人のＣＳＷがいます。

①かぎ預かり事業を通じて、ひとり暮らし高齢者を見守る
ネットワークの充実を進めるとともに、施設連の社会貢
献事業との連携を深めます。
②ＣＳＷは、生活支援コーディネーターと連携し、生活課
題の解決に向けて、地区福祉委員会などと「高齢者のこ
れからを考える交流会」を開催します。
③ボランティアセンターと連携し、有資格者を含めた災害
ボランティアの事前登録制度に取り組みます。
④通所介護事業における吹田市指定管理制度の継続申請を
行います。

各記事に関する申込み・お問い合わせは　吹田市社会福祉協議会 ☎06・6339・1205㈹　※感想、ご意見もお寄せ下さい 　　すいた社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金により年4回発行しています。

※紙面の都合上、5,000円以上ご協力いただいた法人のみを掲載させていただきましたが、ほかにも多くのご協力をいただきました。 ありがとうございました。

平成29年度 地域ふくし協力金〈賛助会費〉へのご協力
ありがとうございました！

について
善意銀行（単位：円）

地区名 実績 還元金
吹一
吹二
吹三
吹六
東
吹南
山手
千一
片山
千二
五月が丘
佐井寺

586,127
612,800
488,995
340,330
546,400
651,000
237,700
533,500
390,650
235,000
133,000
342,000

378,000
394,000
320,000
232,000
354,000
417,000
171,000
347,000
262,000
170,000
109,000
233,000

地区名 実績 還元金
千三
千里新田
岸部
豊一
豊津西
山一
南山田
東山田
西山田
北山田
山二
山三

252,600
274,903
467,400
388,100
737,920
339,000
341,500
309,260
426,750
518,735
516,200
321,500

180,000
193,000
308,000
260,000
468,000
231,000
233,000
214,000
283,000
338,000
337,000
221,000

地区名 実績 還元金
山五
佐竹台
高野台
津雲台
桃山台
竹見台
古江台
藤白台
青山台
その他
合　計

286,250
133,500
342,976
373,100
455,951
187,900
742,650
638,077
139,500
36,197

13,327,471

200,000
109,000
234,000
252,000
301,000
142,000
471,000
409,000
113,000

8,884,000

平成29年度 地域ふくし協力金〈賛助会費〉地区実績・還元金

  平成29年度 特別地域ふくし協力金〈特別賛助会費〉協力法人・商店 （敬称略・順不同）

いつも楽しく参加しています。
サロンで知り合った方と、
サロン以外でも会うように
なりました。
ママ友が増えて嬉しいです。

子育てサロンに参加されて
いる親子にインタビュー

●問い合わせ：地域福祉課　

走れ！！

今後ともご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

担当：森・吉田
だよしもり

千里ニュータウンブロック
佐竹台・高野台・津雲台・
桃山台・竹見台・古江台・
藤白台・青山台

担当：中野・水田・斉藤
とうさいたみずのなか

山田・千里丘ブロック
五月が丘・山一・南山田・
東山田・西山田・北山田・
山二・山三・山五

担当：長谷川・山本
もとやまがわせは

千里山・佐井寺ブロック
千二・佐井寺・千三・千里新田

担当：稲葉・岸本
もときしばいな

片山・岸部ブロック
片山・山手・千一・岸部

担当：馬場・佐本
もとさばば

豊津・江坂・南吹田ブロック
吹二・吹南・豊一・豊津西

担当：山田・爲則
のりためだやま

ＪＲ以南ブロック
吹一・吹三・吹六・東

（平成30年6月1日現在）

平成30年度 社会福祉事業会計予算概要（資金収支計算書より）

平成30年度 吹田市社協事業計画・予算

収　　入    金額（千円）
会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他収入
　　　当期収入計　①

13,540
3,446
84,463
124,748
2,622
70,332
7,324
15,305
321,780

支　　出    金額（千円）
法人運営事業
ボランティア活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
居宅介護支援事業
内本町デイサービス事業
地域福祉基金事業
福祉ボランティア基金事業
　　　当期支出計　②

174,072
874

28,917
5,880
5,382
29,543
12,202
65,170
5,115
3,617

330,772
当期収支差額（①－②）△8,992

教えて！きらら
A1

市民の皆さまからお預かりした金品など
のご寄付を、市内の社会福祉施設などへ
橋渡しを行っている事業だよ。

市内の児童養護施設で生活している子
どもたちを対象にした『ゴールデンウ
ィークバスツアー』の開催や、『わく
わくお年玉事業』、障がい者支援の事
業所を対象にした『セラピードッグと
のふれあい体験事業』、市内で災害な
どで被災された方への『災害見舞金』
などに使われているよ。

A3
プルトップは、約800kg（おおよそドラム缶９本分）集まると
車いす１台に交換してもらえるよ。車いすは小・中学校への福
祉教育や、緊急時の貸し出しに使われているよ。他にも、未使
用のタオルや紙オムツは、市内の社会福祉施設（特別養護老人
ホームや障がい者事業所、保育園など）に橋渡しを行い、役立
てていただいているよ。

A4
吹田市社協にお問い合わせください。
皆さまの温かい善意をお待ちしています！

善意銀行って、
どんなことをしているの？Q1

寄付したお金は
どのように使われているの？Q2

寄付した物品は
どうなるの？Q3

寄付したいときは
どうすればいいの？Q4

セラピードッグ体験事業 ゴールデンウィークバスツアー地区福祉委員会への還元金は笑顔が広がる居場所（サロン）などに役立てられます！

私たち企業も地域の助け合い活動を応援しています！

協力金という形で、素敵な地域活動に
貢献できてうれしいです。

地域ふくし協力金にご協力いただいて
いる商店（吹一地区）にインタビュー

私たちの活動をいつも支えてくださり、
本当にありがとうございます。

子育てサロンに参加されて

吹田市社協　　
イメージキャラクター　　

「きらら」

A2

吹一地区福祉委員会 釣田委員長 ㈱生島商店 店主 生島さん



すいた社協だより  平成30年（2018年）6月 （1）（4） すいた社協だより  平成30年（2018年）6月

プルトップありがとう！！ 平成30年４月24日現在
約351kg集まりました。

第113号
6月発行

主な記事
１面・２面
　　：地域ふくし協力金
３面：教えて！きらら
　　　事業計画・予算
　　　走れ！！ＣＳＷ
４面：吹田市社協からの

お知らせ

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階 ●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●ボランティアセンター（☎06・6339・1210）
●地域福祉課　　　　（☎06・6339・1254）
●総務課　　　　　　（☎06・6339・1205）

  すいた社協だよりは、自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。

災害ボランティア事前登録制度が始まります！

　吹田市内の高齢者施設や医療施設で、２時間程度お
話し相手や囲碁将棋の相手などを行う活動です。
　３回の研修を受けていただくと介護支援サポーター
になることができます。この活動には「ポイント」が
付与され、助成金として交付されます。
◆対　象：65歳以上の吹田市民で介護保険料の滞納が
　　　　　なく、介護保険サービスを利用していない方
◆場　所：総合福祉会館２階　第３会議室
◆時　間：毎回14時～16時　　◆参加費：無料
●問い合わせ：総務課
＜介護支援サポーター養成研修スケジュール＞

始めてみませんか？
介護支援サポーター活動

　７～９月に、ボランティア活動のきっかけづくりと
して、また地域の施設やボランティア活動をより身近
に感じ、体験してもらう取り組みを実施します。
　新しい一歩を踏み出してみませんか？
◆協力施設数：44ヵ所
　（高齢 19、障がい 2、児童 10、その他 13）
◆申込書配布先：
　吹田市社協、市役所 福祉総務課・市民自治推進室、
　出張所等
◆申込受付：
　活動希望日の10日前までに持参または郵送（必ず
　82円切手を貼った返信用封筒を用意して下さい）
●問い合わせ：ボランティアセンター

　大規模災害の発生時に、吹田市社協では災害ボラン
ティアセンターを立ち上げ、被災者の生活再建に向け
たさまざまな支援活動に取り組みます。災害時のボラ
ンティア活動は多岐にわたるため、あらかじめ個人登
録をしてもらうことで、迅速で効果的な被災者支援に
つなげることができます。皆さまの特技や資格を災害
時の支援に活かしませんか？
◆対　　象：18歳以上で吹田市在住、在勤、在学の
　　　　　　個人の方
◆申込受付：６月１日（金）より吹田市社協窓口にて受付
　　　　　　（まずはお電話でお問い合わせください）
◆登録者への研修等も予定しています。
●問い合わせ：総務課

「ボランティア体験プログラム」が
今年も始まります！

吹田市社協からのお知らせ

発行・編集 /社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会　〒564-0072 吹田市出口町19－2（総合福祉会館２階）　TEL 06・6339・1205　FAX 06・6339・1202 吹田市社協 検索

社協だより
すいた

日常生活の様々な悩みや心配ごとに、経験豊かな相談
員が応じます。相談の内容は問いません。
◆相談日　毎週水曜日　13時～15時
◆場　所　総合福祉会館２階　吹田市社協
※予約不要（来館での相談です）
※相談無料　※秘密は厳守いたします。
●問い合わせ：総務課

心配ごと相談

カレンダー作りの時間。 笑顔あふれる楽しいひとときです。

内本町デイで

いつでも見学
お待ちしております

 元気！

  市内33地区の福祉委員会では、さまざまな活動をとおして地域住民のつながり、助け合いを広めています。
地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています！

子育てサロン

広報に関するお知らせ

子育て親子の
仲間づくり

いきいきサロン ふれあい昼食会
高齢者の集いの場

ひとり暮らし高齢者の昼食会

世代間交流
子どもたちと
高齢者のふれあい

見守り声かけ活動
地域みんなで見守り

障がい者（児）交流
同じまちの住民同士
のつながりづくり

2/3（約333円）は、
地域の中で人の輪を広げる
地区福祉委員会の活動に！！

1口500円にご協力いただくと…

社会福祉協議会の活動に！！
地区福祉委員会のサポート業務 など

1/3（約167円）は、
地域福祉活動を応援する

※人件費、介護保険事業に使われることはありません。

地区福祉委員会の活動地区福祉委員会の活動地区福祉委員会の活動にに

  市内33地区の福祉委員会では、さまざまな活動をとおして地域住民のつながり、助け合いを広めています。
地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています地域ふくし協力金は、地区福祉委員会の住民同士のつながりづくりに活用されています！

いきいきサロン ふれあい昼食会いきいきサロン ふれあい昼食会いきいきサロン ふれあい昼食会
高齢者の集いの場

世代間交流世代間交流世代間交流
子どもたちと
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地域みんなで見守り

障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい障がい者者者者者者者者（児（児（児（児（児（児（児（児））））））））交流交流交流交流交流交流交流
同じまちの住民同士

実施月 1回目 2回目 3回目
６月 11日（月） 19日（火） 26日（火）
７月 ９日（月） 17日（火） 24日（火）
９月 10日（月） 18日（火） 25日（火）

市報すいた７月号に記事掲載
　吹田市社協のコミュニティソーシャルワーカー
の取り組みが紹介されます。ぜひご覧ください。

スマートフォン版社協ホームページのリニューアル
　パソコンだけでなく、スマートフォンからも
地域の福祉活動やボランティアの情報をより分
かりやすく見ていただけるようになり
ました。ＱＲコードからチェック！➡

「すいた社協だより」の配布について
　いつも「すいた社協だより」をご覧いただき
ありがとうございます。現在、各自治会を通し
て回覧していただいておりますが、個別にご希
望があれば対応いたしますのでご連絡ください。
●問い合わせ：地域福祉課

　善意銀行で受付しておりましたエコキャップの受け取
りを、諸般の事情により休止させていただくことになり
ました。平成30年９月末日までは社協の窓口のみ受付し
ています。ご協力いただき、ありがとうございました。

エコキャップ受付休止のお知らせ

　今号より
フルカラーに
　なりました！

地域　  ふくし　  協力金のみなさんの 活動に役立つ

７・８月は、募集
強化月間です！
主に自治会を通じ
てご協力いただい
ていますが、個人
でご協力いただけ
る方は、社協まで
ご連絡ください。


