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プルトップありがとう！！ 通算８台目の車イスに交換が決まりました！ 平成31年１月31日現在
約800kg集まりました。

　吹田市には33の地区福祉委員会があり、サロン活動など、さま
ざまな福祉活動を行っています。その活動に地域内の福祉施設が参
加し、施設の特色や専門性を生かして、講座や健康体操、演芸、個
別の相談などを行っています。
　地域のサロンに行けば、仲間づくりだけでなく、さまざまな情報
を得ることができ、身近な場所で相談ができるので、
活動を進める上で福祉施設は心強い存在です。

　お住まいの地区福祉委員会活動の情報について知り
たい方は、吹田市社協までお問い合わせください。

第116号
3月発行

主な記事
１面・２面
　　：地区福祉委員会と

福祉施設の連携
３面：教えて！きらら
　　　共同募金報告
４面：吹田市社協からの

お知らせ

「社協」とは「社会福祉協議会」のことです。社協は自治会はじめ地域諸団体の協力を得て地域福祉活動を推進しています。

福祉ボランティアグループに助成金交付
　福祉ボランティア基金の運用益で助成します。対象
は、平成30年3月31日までにボランティアセンターに
登録し、継続して活動している福祉ボランティアグル
ープ。有償ボランティアは除きます。
◆申込み：4月1日(月)～12日(金）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

2019年度登録グループ更新受付中
　ボランティアセンターの登録は毎年更新が必要です。
また、新たにセンター登録する団体も募集しています。
《登録に必要なもの》
◎登録票(センターにあります）
◎会則　◎名簿
◎写真や広報紙など活動内容のわかるもの
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

ボランティア活動保険加入受付中
　安心してボランティア活動ができるよう、ボランテ
ィア保険(申込み翌日から翌年3月31日まで適用)の加
入を受け付けしています。
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

ボランティア入門講座
　まずは、最初の第一歩！グループ紹介もあります。
◆日　時：3月5日(火）13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料
◆申込み：2月1日(金)～28日(木）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

歌体操ボランティア養成講座〈５回講座〉
　懐かしい歌に合わせて体操を行い、高齢者施設など
で活動をします。
◆日　時：4月2日･9日･16日･23日、5月7日
　　　　　すべて(火）13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料
◆申込み：3月1日(金)～29日(金）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

傾聴ボランティア養成講座〈５回講座〉
　話し手に寄り添い、ゆっくりとお話を聴くボランテ
ィアです。
◆日　時：5月14日･28日、6月4日･11日･25日
　　　　　すべて(火）13時30分～15時30分
◆場　所：岸部市民センター
◆参加費：2,000円
◆申込み：4月1日(月)～5月7日(火）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●日常生活自立支援係（☎06・6339・5700）

●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）

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階

吹田市社協からのお知らせ

　1月26日(土)、メイシアター中ホー
ルにて開催しました。
　「障がいをもつということ」と題し、
山出光文氏の講演や、地域福祉活動功
労者の方々への表彰状、社協への多額
の寄付者及びボランティア活動功労者
への感謝状の贈呈を行いました。

吹田市社協福祉大会に
ご参加ありがとうございました

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

2019年度版「きらきら」発行
　市内で子育てをする方の仲間づ
くり情報紙です。地区福祉委員会
の子育てサロンやサークル情報が
載っています。
　吹田市社協や公民館などに置い
ています。
●問い合わせ：地域福祉課

地区福祉委員会と福祉施設の連携で地域が豊かに！

共につくる
地域の輪

内本町デイサービスセンター事業
および居宅介護支援事業の

終了のお知らせ
　吹田市社協では、平成８年６月から市の委託事業と
して内本町デイサービスセンターを運営してまいりま
した。平成18年度からは市の指定管理を受けて運営
を行ってきましたが、平成31年４月より次の指定管理
事業所に運営を引き継ぐこととなりました。平成31年
３月31日をもちまして事業運営を終了いたします。ま
た、平成13年度に開所した居宅介護支援事業所も平
成31年３月31日をもちまして事業運営を終了いたし
ます。
　利用者の皆さま、ご家族の皆さまには、ご迷惑をお
かけしますが、事業終了までの間、これまでと変わり
なくサービス利用していただけるように努めてまいり
たいと思います。
　開設当初から、たくさんの方の協力を得ながら家庭
的な雰囲気を感じていただけるデイサービス運営、よ
り身近な存在で、困りごとに寄り添う
ケアマネジャー業務を行ってまいりま
した。ご利用いただいた多くの皆さま、
ボランティアの皆さま、関係者の皆さ
ま、長年にわたり事業を支えていただ
き、心からお礼を申し上げます。

福祉施設地区福祉委員会

高齢者施設が…

吹田市社協 検索

保育施設が…

障がい者施設が…

※写真は平成30年度版です
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教えて！きらら

吹田市社協　　
イメージキャラクター　　

「きらら」

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。

Q1

他にも色々
福祉施設の活動！

　「地域の福祉に貢献できないか」という思いのもと、吹田市内の
民間福祉施設が集まり平成17年６月に設立。現在、97の高齢・保
育・障がいなどの多様な種別の施設が加盟しています。
　「地域に根ざした施設」を目指して活動し、2019年で15周年を
迎えます。

　各施設が思いを
一つに活動してい
るんだね。

　福祉施設も地
域の中で一緒に
なって活動して
いるんだね。

 福祉施設の皆さま

施設連絡会
全国からも注目されています！

平成30年度赤い羽根共同募金運動にご協力いただきありがとうございました！

内　訳
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
その他募金

8,070,921円
1,024,634円
1,867,489円
165,625円
1,159,910円

募金額
合計 12,288,579円

2018年度 吹田地区募金会実績

一緒に地域福祉活動（地域貢献）を推進しませんか？

大阪府共同募金会 検索

施設連絡会ってどんな組織なの？

Q2
　地区福祉委員会などと協働・連携する地域貢献活動と施設職員間
の交流を目的に活動しています。
　地区福祉委員会のサロン等への協力や（１面で紹介）、吹田市社協
の事業への協力（２面で紹介）、その他にも研修会や地域との交流会
を実施しています。
　活動内容は、幹事会で検討しています。

　地域への協力が
活発に行われてい
るのは、施設連絡
会の活動があるか
らなんだね。

具体的にどんな活動をしているの？

　吹田市社協の活動に賛同いただき、一緒に地域
福祉活動の推進・参画をしてくださる団体「組織
構成会員」を募集しています。
　会員のうちの民間福祉施設で「施設連絡会」を
結成し、様々な活動を行っています。

●問い合わせ 吹田市社協（☎06・6339・1254)

ブログを
開設して
います。
チェック
してね！

　平成30年度赤い羽根共同募金運動は、自治会や地区福
祉委員会、民生・児童委員協議会をはじめ、多くの方々に
ご支援いただき、終了いたしました。
　ご協力いただいた募金は、地区福祉委員会による地域で
の支え合い活動や、社会福祉施設、各種団体の活動に活用
されます。

　2020年度実施事業にかかわる共同
募金配分申請について、大阪府内で地
域福祉推進のために活動する団体や福
祉施設などを対象に、2019年５月初
旬に配分申請を受け付けています。
　詳細は、４月以降大阪府
共同募金会のホームページ
をご覧ください。

　吹田南小学校の福祉教育に、
障がい者施設が協力。「身体障
がいがある方の生活」をテーマ
に、施設の利用者の方や職員か
らお話をしてもらいました。
　児童たちにも施設や障がいに
ついて、身近に感じ考え、成長
する機会になっています！

　大規模災害が起こった際に、吹田市社協施
設連絡会（詳細は３ページ）では支援金を募
る他、ボランティアバスを運行するなど、被
災地への支援活動にも取り組んでいます。
　昨年の平成30年７月豪雨の際は、10名の
施設職員が岡山県倉敷市を訪れ、支援金をお
渡しし、ボランティア活動を行いました。

　吹田市社協が行っているふれあい体験事業に、
障がい者施設の利用者と千三地区福祉委員会の
皆さんが参加し、ワンちゃんとの交流を楽しみ
ました。福祉施設が社協の事業にも参加し、地
域住民との仲を深めています。

　吹田市社協施設連絡会加盟施設で生活困窮者等の支援のための
ネットワーク（吹田しあわせネットワーク）を組み、物品の提供
や相談支援活動を行っています。
　日ごろからのノウハウを生かして、個人の支援にも取り組み始
めています。

災害のときも！
ー被災地を応援地域との交流も！

ーセラピードッグふれあい体験

生活に困ったときも！
ー施設の専門性を生かした支援活動

子どものことも！
ー子どもの成長を応援

福祉委員会活動への協力以外
にも、こんな活動
　　に取り組んで
　　　います。

　地域にある施設を、住民として応援
していきたいと思っています。このよ
うな交流の機会を持つことは大切で、
これからも積極的に交流していきたい
と考えています。

　日帰りでの活動は、被災地
のお役に立つには物足りなさ
も感じました。ただ、違う事
業所で働く職員が被災地支援
を通して、たった１日でつな
がりを深めた実感はとてつも
なく大きいです。千三地区

福祉委員会
委員長

　３年生では、障がいのある方のお話を聞く学
習、アイマスク体験、点字体験を行いました。
「自分では何ができるかを考え、一人でも多く
の人の役に立ちたいです。」といった児童の声
もあり、有意義な時間となりました。吹田南小学校

先生

福祉施設
職員
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たい方は、吹田市社協までお問い合わせください。
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主な記事
１面・２面
　　：地区福祉委員会と

福祉施設の連携
３面：教えて！きらら
　　　共同募金報告
４面：吹田市社協からの

お知らせ

「社協」とは「社会福祉協議会」のことです。社協は自治会はじめ地域諸団体の協力を得て地域福祉活動を推進しています。

福祉ボランティアグループに助成金交付
　福祉ボランティア基金の運用益で助成します。対象
は、平成30年3月31日までにボランティアセンターに
登録し、継続して活動している福祉ボランティアグル
ープ。有償ボランティアは除きます。
◆申込み：4月1日(月)～12日(金）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

2019年度登録グループ更新受付中
　ボランティアセンターの登録は毎年更新が必要です。
また、新たにセンター登録する団体も募集しています。
《登録に必要なもの》
◎登録票(センターにあります）
◎会則　◎名簿
◎写真や広報紙など活動内容のわかるもの
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

ボランティア活動保険加入受付中
　安心してボランティア活動ができるよう、ボランテ
ィア保険(申込み翌日から翌年3月31日まで適用)の加
入を受け付けしています。
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

ボランティア入門講座
　まずは、最初の第一歩！グループ紹介もあります。
◆日　時：3月5日(火）13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料
◆申込み：2月1日(金)～28日(木）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

歌体操ボランティア養成講座〈５回講座〉
　懐かしい歌に合わせて体操を行い、高齢者施設など
で活動をします。
◆日　時：4月2日･9日･16日･23日、5月7日
　　　　　すべて(火）13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料
◆申込み：3月1日(金)～29日(金）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

傾聴ボランティア養成講座〈５回講座〉
　話し手に寄り添い、ゆっくりとお話を聴くボランテ
ィアです。
◆日　時：5月14日･28日、6月4日･11日･25日
　　　　　すべて(火）13時30分～15時30分
◆場　所：岸部市民センター
◆参加費：2,000円
◆申込み：4月1日(月)～5月7日(火）
●問い合わせ･申込み：ボランティアセンター

●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●日常生活自立支援係（☎06・6339・5700）

●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）

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階

吹田市社協からのお知らせ

　1月26日(土)、メイシアター中ホー
ルにて開催しました。
　「障がいをもつということ」と題し、
山出光文氏の講演や、地域福祉活動功
労者の方々への表彰状、社協への多額
の寄付者及びボランティア活動功労者
への感謝状の贈呈を行いました。

吹田市社協福祉大会に
ご参加ありがとうございました

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

2019年度版「きらきら」発行
　市内で子育てをする方の仲間づ
くり情報紙です。地区福祉委員会
の子育てサロンやサークル情報が
載っています。
　吹田市社協や公民館などに置い
ています。
●問い合わせ：地域福祉課

地区福祉委員会と福祉施設の連携で地域が豊かに！

共につくる
地域の輪

内本町デイサービスセンター事業
および居宅介護支援事業の

終了のお知らせ
　吹田市社協では、平成８年６月から市の委託事業と
して内本町デイサービスセンターを運営してまいりま
した。平成18年度からは市の指定管理を受けて運営
を行ってきましたが、平成31年４月より次の指定管理
事業所に運営を引き継ぐこととなりました。平成31年
３月31日をもちまして事業運営を終了いたします。ま
た、平成13年度に開所した居宅介護支援事業所も平
成31年３月31日をもちまして事業運営を終了いたし
ます。
　利用者の皆さま、ご家族の皆さまには、ご迷惑をお
かけしますが、事業終了までの間、これまでと変わり
なくサービス利用していただけるように努めてまいり
たいと思います。
　開設当初から、たくさんの方の協力を得ながら家庭
的な雰囲気を感じていただけるデイサービス運営、よ
り身近な存在で、困りごとに寄り添う
ケアマネジャー業務を行ってまいりま
した。ご利用いただいた多くの皆さま、
ボランティアの皆さま、関係者の皆さ
ま、長年にわたり事業を支えていただ
き、心からお礼を申し上げます。

福祉施設地区福祉委員会

高齢者施設が…

吹田市社協 検索

保育施設が…

障がい者施設が…

※写真は平成30年度版です


