化

かどま

の

図

案

社協
マ
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見守り声かけ訪問

地域の人に ュー
インタビ
見守り声かけ訪問は、校区福祉
委員が高齢者宅へ訪問し、その方
の安否確認を行う活動です。
今回は地域で積極的に活動され
ている方にお話を伺いました。

勝代 さん

年に２回、
７０歳以上を対
象に
「ひとり暮らし老人のつ
どい」
を民生委員と協力して
運営しています。歌や踊り、
ビンゴゲームと軽食で楽し
いひと時を過ごしています。

私が所属している東校区福祉委員会では、ひとり暮らし老人
の会「和楽の会」を組織しています。
その会員を対象に手芸やカラオケなどのサロンを開催してい
ます。サロンに参加できない方に対しては、後日訪問し安否確
認を行っています。

◆印象に残っていること◆
街中で高齢者の方と出会った際、「元気にしています。」と
笑顔で言ってもらえた時です。普段声かけをしている分、向こ
うから声をかけられると心がホッとします。

◆心がけていること◆
外に出てこられない方が孤立しないように、定期的な訪問を
心がけています。
その際、気軽にサロンに参加してもらえるよう、会の案内や
サロンで作成した手芸品をお渡ししています。

◆今後の目標◆
今後もサロン活動を主体とした見守り支援を続けていくこと
ができるように、新しい担い手を育成していきたいです。

〜門真で頑張っているみなさま〜

表彰されました！
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平成 年度 大阪府社会福祉大会

11

平成 年度 全国社会福祉大会

11

月 日に大阪国際交流センターにて
開催︒大阪府社会福祉協議会主催︒

大阪府社会福祉協議会会長表彰
︵地区福祉委員会︶

かどま社協だよりは
「公益社団法人シルバー人材センター」
が門真市内全戸に配布しています 配布に関する問合先

月 日に東京都のメルパルクホール
にて開催︒厚生労働省︑全国社会福祉
協議会︑中央共同募金会主催︒

厚生労働大臣表彰
︵ボランティア功労者表彰︶

49

辻井

■砂子校区福祉委員会
︻活動内容︼
月曜日から土曜日まで毎日サロン
を開催されています︒
茶話会の他︑男性が参加しやすい
ように囲碁・将棋︑麻雀を取り入れ
ておられます︒

この機関紙は、
赤い羽根共同募金の配分金を受け発行・配布いたしました。

27

個別援助活動

■﹁夢楽らいぶ﹂一座
︻活動内容︼
施設を訪問し︑ギターの弾き語り
をされています︒平成 年からは大
東市の商店街の空きスペースでライ
ブを開催し︑地域の活性化にも取り
組まれています︒

※上記のプログラム以外にも企画・ご提案させていただきます。

牛乳パックには、開け口
の反対側に半月形の切り込
みがついており、ジュース
等の他の紙パッ
ク飲料と区別で
きるようになっ
ています。

11

校区福祉委員会が実施して
います。グループ援助活動と
個別援助活動に分かれてい
ます。

26

第 回 社会貢献者表彰式典

○門真市社会福祉協議会ボランティアセンター
○住所：門真市御堂町14−１
○電話：06−6902−6453

◆牛乳パック

道子 さん

月 日に帝国ホテル東京にて開催︒
社会貢献支援財団主催︒

★福祉教育の企画・相談はこちらまで★

シャンプーボトルには横
側に凹凸がついており、リ
ンスと区別できるようにな
っています。

社会貢献者表彰

お問い合わせ

◆シャンプーボトル

■点訳サークル﹁蓮﹂
︻活動内容︼
点訳活動と点訳ボランティアの育成
に取り組まれておられます︒点訳本は
大阪府を中心に各県の特別支援学校等
へ年間200冊寄贈されています︒

・自分の過去や将来の目標を発表させていただいたことで、自分を
しっかり認識し、目標へ前進する意欲が高まりました。
・障がいを伝えるのは不安ですが、自分を振り返ることで力がつき
地域の方に理解してもらえ安心につながっています。
・嬉しい体験談発表ができました。このような機会に感謝していま
す。

ユニバーサルデザインとは、障がいの有無や年齢、性別、人種な
どに関わらず、たくさんの人々が利用しやすいように製品や建物、
環境をデザインする考え方です。

年に２回
（概ね11月と３
月）
ふれあいお食事会を開
催しています。毎回趣向を
こらした内容でひとり暮ら
し高齢者の方々に楽しん
でいただいています。

︵御堂古川橋自治会館︶

＜当事者の声＞

？

ユニバーサルデザインって

安田

全国社会福祉協議会会長表彰
︵社協功労表彰︶

・いろんな事を乗りこえて前向きに頑張っておられる姿に感動しま
した。
・ご自身の心をふりかえる作業は大変な負担だったと思います。当
事者が直接話して下さったおかげで、ご本人のお気持ちに少し近
付けた気がしています。
・地域ぐるみで協力していきたいと思いました。

毎週、月曜日と火曜日に
65歳以上を対象に健康体
操をしています。マットを使
用した体操では、みなさん
おしゃべりをしながら楽しく
健康づくりに励んでいます。

■服部 勝 様
平成６年から本会の評議員を務め
ておられます︒また︑地域ではみら
い第１校区福祉委員長として福祉活
動に励まれています︒

＜参加者の声＞

村上 美代子 さん

繁年 さん

小地域ネットワーク
活動とは…

◆活動について◆

◆古川橋校区

精神障がい者理解促進事業

︵元町自治会館︶

「門真クラブ」…門真市内の精神障がい者施設に
通所する方々により運営されています。

（当事者の体験談やゲーム交流など）

北中

◆門真校区

精神障がい者理解促進事業

麗子 さん

︵新門真住宅集会所︶

社協職員

中島

今年でサロンは１５周年
を迎えます。
茶話会やディス
コンをしています。
「 今日は
楽しかったわぁ」
の声が聞き
たくて、
次はもっと喜んでも
らおうとがんばっています。

◆砂子校区

車いす体験学習

いきいきサロン、子育てサロン、
ふれあい食事サービス、世代間交流
︵岸和田南住宅自治会館︶

聴覚障がい者、手話サークル「くすのき」、
手話グループ「ひまわり」

グループ援助活動

◆四宮校区

手話体験学習

地域 とつながり ・思 いを育 む

視覚障がい者、点訳グループ「さつき」

社会福祉法人
門真市社会福祉協議会
〒571−0064
門真市御堂町14−1
TEL 06（6902）6453
FAX 06（6904）1456

し

点字体験学習・アイマスク体験学習

これが小地域ネットワーク
活動です！

平成30年2月1日
発
行

ふく

協力者・団体

第 62 号

福 祉 教 育

地域住民を対象とした
自分の名前と学校名を 精神 障がいについての
点訳しています。
勉強会

卵 パックを 使って 、子
どもたちに 点 字の打ち 小学校で
方を指導しています。 アイマスク体験

プログラム例

プログラム

門真市社協では︑﹁地域の誰もが支えあうまちづくり﹂の推進のため︑当事者︑ボランティ
ア︑関係機関と共に福祉について学びあう福祉教育に取り組んでいます︒対象は学校や自治会︑
校区福祉委員会など様々で︑子どもから大人まで幅広い世代に対して実施しています︒
福祉教育では︑人の強みやできること︑得意なことの可能性を広げる視点を大切にしていま
す︒障がいがあるかないかではなく︑その人の﹁できること﹂と﹁できないこと﹂は何なのかを
交流や体験を通して考えてもらい︑豊かな福祉の考え方を育みます︒
また︑障がいのある方やボランティアの方にご協力いただくことで︑地域の支えあいをより身近
に感じてもらい︑地域の一員としての意識も育んでいきたいと考えています︒

ふ だんの く らしの し あわせ

平成30年2月1日
（4）

29

0120
（934）
571

か

平成30年2月1日
（3）
かつ

じ

りつ

し

えん

じ

平成

にち じょう せい

ぎょう

日常生活自立支援事業

団体の
みなさまへ

30

年度

組織構成会員の
加入のお願い
12

66

29

平成29年度社会福祉法人門真市社会福祉協議会
組織構成会員一覧

☆★サービスの内容★☆

領域Ⅰ：住民代表的な性格のつよいもの

<介護保険事業所>

手話サークル「くすの木」

門真市自治連合会

社会福祉法人ロータス福祉会 特別養護老人ホーム門真荘

日本車椅子レクダンス協会

福祉サービスに関する情報の提供や、サービスを受
けるにあたっての手続きなどを援助します。

門真市赤十字奉仕団

社会福祉法人イースト・ロード福祉会 特別養護老人ホームはるかの郷

手話グループ

一般社団法人

社会福祉法人晋栄福祉会 ナーシングホーム智鳥

ＮＰＯ法人

日常の金銭管理サービス

守口門真商工会議所

社会福祉法人スリーヴィレッジ 特別養護老人ホームつくしの里

民舞

門真市消防団

社会福祉法人三養福祉会

朗読ボランティアグル−プゆりかご

<校区福祉委員会>

<障害者援護施設・障害者福祉作業所>

傾聴ボランティアグループこころの耳会

大和田校区福祉委員会

社会福祉法人門真共生福祉会 知的障害者通所更生施設ジェイ・エスステージ

<特定非営利活動法人>

上野口校区福祉委員会

社会福祉法人つばき会

特定非営利活動法人

ひかり

東校区福祉委員会

社会福祉法人蓮根会

特定非営利活動法人

なごみ広場

四宮校区福祉委員会

社会福祉法人恵光美会 仲間の家たけのこ

領域Ⅲ：当事者団体的性格のつよいもの

門真校区福祉委員会

<民間保育園>

門真市老人クラブ連合会

古川橋校区福祉委員会

社会福祉法人向日葵福祉会

門真市身体障害者福祉会

五月田校区福祉委員会

社会福祉法人友愛福祉会 おおわだ保育園

門真市遺族会

福祉サービスの利用援助

医療費や福祉サービスの利用料、家賃や公共料金
等の支払いを代行します。また、必要な生活費を定
期的にご自宅までお届けします。

通帳・書類等の預かりサービス
保管を希望される重要な書類等を本会が契約する
金融機関の貸金庫にて保管します。
例）預金通帳、年金証書、印鑑など
※サービスのご利用にあたり、所得の状況に応じて年会費
およびサービス利用料が必要となります。
・年会費（1,000〜5,000円）
・金銭管理サービス利用料（１回につき0〜1,000円）
・貸金庫利用料（１ヶ月あたり200円）
■契約者数
（平成29年12月末日現在）

知的
障がい者
25人

合計

76人

認知症
高齢者等
26人

精神
障がい者
25人

門真市介護者(家族)の会

二島校区福祉委員会

社会福祉法人めぐみ保育園

門真市母子寡婦福祉会

沖校区福祉委員会

社会福祉法人雅福祉会 うちこし保育園

特定非営利活動法人 門真市手をつなぐ育成会

北巣本校区福祉委員会

社会福祉法人小百合苑

領域Ⅳ：関連分野団体

脇田校区福祉委員会

社会福祉法人晋栄福祉会

砂子校区福祉委員会

<ボランティアグループ>

門真市企業人権推進連絡会

みらい第１校区福祉委員会

ポプラの会

門真市薬剤師会

みらい第２校区福祉委員会

みどり会

一般社団法人

門真市歯科医師会

領域Ⅱ：福祉専門機関・団体的性格のつよいもの

点訳サークル「さつき」

一般社団法人

門真市医師会

門真市民生委員児童委員協議会

音訳ボランティア

門真市献血推進協議会

門真地区保護司会

かどま子ども家庭サポーターの会

公益社団法人 門真市シルバ−人材センタ−

門真市筆記通訳グループ「たんぽぽ」

認知症予防リーダーとして活動しませんか？
認知症予防につながる認知症予防ゲーム（レクリエーション）の進め
ᛐჷၐʖ᧸ȪȸȀȸƱƠƯѣƠǇƤǜƔᲹ
ᛐჷၐʖ᧸ƴƭƳƕǔᛐჷၐʖ᧸ǲȸȠᲢȬǯȪǨȸǷȧȳᲣƷᡶǊ૾ǛܖƼŴ؏עưƢǔȪȸȀ
方を学び、地域で活躍するリーダーを養成します。地域のサロン、施
ȸǛƠǇƢŵ؏עƷǵȭȳŴᚨưƷѣƴƔƠƯƍƨƩƚǇƢŵ
設での活動に活かしていただけます。
ఄғᅦᅍۀՃ˟Ŵᐯ˟Ŵᎊʴ˟Ʒ᧙̞ᎍŴٻടᡇᲛᲛ
校区福祉委員会、自治会、老人会の関係者、大歓迎！
！

講座日程
ᜒࡈଐᆉ
日

時

żᇹᲫׅŽ Წஉ 23 ଐᲢᲣ

第1回

2月23日（金）

午後１時
3月 2日（金） ҜࢸᲫƔǒ
から
ҜࢸᲮ
żᇹᲭׅŽ Ჭஉ 9 ଐᲢᲣ
第3回 3月 9日（金） 午後４時
żᇹ 2 ׅŽ Ჭஉ 2 ଐᲢᲣ

第2回

żᇹᲮׅŽ Ჭஉ 16 ଐᲢᲣ

第4回
ئ場
ݣ対

内
ϋ

3月16日（金）

ܾ

容

ȷᛐჷၐʖ᧸ƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ

・認知症予防について（座学）
ȷƴƳƬƯǦǩȸȟȳǰǢȃȗᲢܱ২Უ
・輪になってウォーミングアップ（実技）
ȷΟƠƞƷǷȣȯȸƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ
・優しさのシャワーについて（座学）
ȷƷǇǇưǹǭȳǷȃȗᲢܱ২Უ
・輪のままでスキンシップ（実技）
ȷʖ᧸ǲȸȠƸƳƥјௐƕƋǔƷƔᲢࡈܖᲣ
・予防ゲームはなぜ効果があるのか（座学）
ȷࡈƬƯǯȩǤȞȃǯǹĬᲢܱ২Უ
・座ってクライマックス①（実技）
ȷʖ᧸ܴƷȜȩȳȆǣǢᜒࡈƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ
・予防教室のボランティア講座について（座学）
ȷࡈƬƯǯȩǤȞȃǯǹĭᲢܱ২Უ
・座ってクライマックス②（実技）

ᲴᧉჇࠊ̬ͤᅦᅍǻȳǿȸᲢ˰ᲴᧉჇࠊࣂؘထᲫᲮဪᲫӭᲣ
所：門真市保健福祉センター（住所：門真市御堂町14番1号）

ᝋᲴᧉჇࠊ˰נȷנѮƷʴưŴ؏עƷǵȭȳѣǍ˰؏עൟƕݣᝋƱƳǔ
象：門真市在住・在勤の人で、地域のサロン活動や地域住民

が対象となる活動などの、地域活動に携わっている方
ѣƳƲƷŴ؏עѣƴઃǘƬƯƍǔ૾

募集人数：20名（先着順）
ѪᨼʴૠᲴᲬᲪӸᲢέბᲣ

講
師：NPO法人 認知症予防ネット
ᜒ
ࠖᲴNPO ඥʴ ᛐჷၐʖ᧸ȍȃȈ
申込期間：平成30年２月１日（木）〜16日（金）
ဎᡂ᧓Ჴ 30 ࠰ᲬஉᲫଐᲢ൦Უ᳸Ძ6 ଐᲢᲣ
申込・問合せ：社会福祉法人 門真市社会福祉協議会 ボランティアセンター
ဎƠᡂǈȷƓբƍӳǘƤᲴᅈ˟ᅦᅍඥʴ
ᧉჇࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟
（電話番号：06−6902−6453）
主
催：社会福祉法人 門真市社会福祉協議会
ȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸᲢᩓᛅဪӭᲴ06-6902-6453Უ

ɼ

͵Ჴᅈ˟ᅦᅍඥʴ

ᧉჇࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟

ＳＡ門真の会

龍秋会

社会福祉法人まこと鳴滝会 まこと小路保育園

認知症予防
リーダー入門講座
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速見校区福祉委員会
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守口門真青年会議所

門真支部

智鳥保育園

アクセント

門真市人権協会

（順不同）

平成29年12月末日現在

寄付お礼
かねてより、福祉基金および善意銀行にご理解とご協力を賜りまして
厚くお礼申し上げます。
平成29年10月25日以降にご寄付いただきました方々をご紹介いたし
ます。

〈福 祉 基 金〉
寄付金を元金として、積み立てて、そこから生じる利息により地域に
根ざした福祉事業を展開し、地域福祉の増進に寄与することを目的とし
ています。
・オガワカイロ院
・株式会社中田米穀店（敬称略・順不同）

〈善 意 銀 行〉
世の中のために役に立ちたい・尽くしたいという「善意の心」をお預
かりして、最も支援を必要としているところへお渡しする橋渡しとなり
ます。現金だけでなく、保存のきく未開封・賞味期限前の食糧（袋麺・
お米・缶詰など）や車いすなどのご寄付もお預かりしています。
・千成ヤクルト販売株式会社
・ジホー愛の基金絆 代表 村上 マルエ
・明るい社会づくり運動 門真はすはな会 盛本
・学校法人 大阪愛徳学園 大阪愛徳幼稚園
（敬称略・順不同）

典子

社

協

だ

よ

り

平成30年2月1日
（2）

平成30年度

とうございました
ありが

賛助会員（会費）募集！

平成 29 年度

賛助会員（会費）募集
中間報告 （平成30年1月17日現在）

〜みなさまのご理解とご協力よろしくお願いします〜
社 会 福 祉 協 議 会 社( 協 は) ︑ はますます高まっています︒ ◆賛助会員区分◆
住民によるたすけあい活動の
本会が︑地域福祉活動を進
〝仕組みづくり〟を進める法 めるためには︑今まで以上の
一般会員会費
的に位置づけられた民間の福 自主的な活動財源を確保・増
祉推進団体です︒
強していく必要があります︒
５００円から
本会では︑﹁心ふれあう福 これまで本会が実施する在宅
祉のまちづくり﹂の実現を目 福祉サービスや校区福祉委員
特別会員会費
指して︑校区福祉委員会や自 会の地域福祉活動には︑みな
治会︑民生委員︑ボランティ さまの多大なご理解とご協力
１ ０００円から
ア︑行政などたくさんの関係 が大きな財源となっておりま
団 体 の 協 力 を 得 な が ら ︑ 住 民 す︒
特別賛助会員会費
の支えあいのネットワークに
今後も地域福祉の推進を図
よる地域福祉活動を推進して るべく︑平成 年度の門真市
１０ ０００円から
います︒
社会福祉協議会の賛助会員
少 子 高 齢 ︑ 人 口 減 少 社 会 の ︵ 会 費 ︶ の 募 集 を お 願 い い た ︵会員の方に対する義務や
進行や︑家族形態の多様化に し ま す ︒ 趣 旨 に 賛 同 い た だ
権利等はありません︒︶
より︑家庭や地域で支えあう き︑ひとりでも多くの市民の
機能は低下し︑児童や障がい みなさまや企業・各種団体の
者 高
･ 齢者の虐待︑また失業 ･ 方々のご理解とご支援をお願
貧 困 を 起 因 と し た ホ ー ム レ ス いします︒
や自殺 孤
みなさまから頂戴しました
･ 独死など︑公的制度
だけでは対応できない多種多 賛助会費の ％は市内の校区
様な生活福祉課題が増大して 福祉委員会活動の補助金とさ
います︒
せていただき︑他の助成金と
このような中︑住民の支え 合せて地域福祉活動の財源と
あ い に よ る 地 域 福 祉 へ の 期 待 なっています︒

,

ま

社会福祉法におい
て︑社協は﹁地域福祉
を推進する中心的団
体﹂と位置づけられ︑
市内の社会福祉事業を
経営する方や活動を行
う方の参加が定められ
ています︒
本会では︑平成 年
月末日現在︑組織構
成会員として 団体の
方々が加入されていま
す が ︑より一層のご加
入をお願いいたします︒
組織構成会員として
加入いただきますと︑
それぞれの立場・領域
にわけ︑各領域より評
議員を選出し︑社協の
運営に主体的に関わっ
ていただきます︒

です︒︶

☆★対象となる方★☆
（下記のすべてに該当する方）
■門真市内にお住まいの方
■物忘れが多くなった高齢者や知的障がい・精
神障がいをお持ちの方で、日常生活を営むに
おいて判断能力が不十分な方（身体的な理由
のみで、入出金や支払等を行うことができな
い方については対象となりません）
■近くに身寄りがいない方
■契約時において、本人がサービスの利用を希
望し、その意思が確認できる方

︵年会費は一口３ ０００円

この事業では、福祉サービスの利用援助や日
常の金銭管理をお手伝いすることで、住み慣れ
た場所で安心して生活していただけるようにサ
ポートします。相談は無料です。
詳しくは本会までお問い合わせください。

ど

40

5,934,435円

30

,

●市内小学校区別（下表）
5,359,635円
●その他市内事業所関係・個人・庁内等 574,800円

内訳

校

区

金額（円）

速

見

371,500

沖

264,000

古川橋

449,300

北巣本

152,000

みらい第１

588,700

四

368,400

みらい第２

581,500

門

戸別募金
職域・法人募金

3,095,510円
116,551円

街頭募金

田

221,600

大和田

289,000

砂

子

76,635

上野口

331,500

二

島

518,500

五月田

292,000
事業所など
２万円以上
㈱大宝建設

人

１万円以上

和彦

5万円

2万円
永利

洋一 野田

（株）
天辻鋼球製作所

綾川歯科医院

（株）
越智製作所

山初運輸
（株）

（福）
門真共生福祉会 （一社）
門真市医師会

浩二
武臣 松下

憲一

門真市教職員組合

（一社）門真市歯科医師会

（公社）
門真納税協会

北河内農業協同組合門真中央店

さくら幼稚園

1万円

（医）
津樹会

（有）重洋興業
髙橋医院

三浦

俊秀 高塚

信義 田中

範明

門口

淳 安井

繁則 安田

昭夫

田村工業（株）

ホテルシルバー

田中 登美雄 石 丸

琢也 西川

祥平

幸福産業（株）

門真園芸（株）

他、匿名2名

門真市民生委員児童委員協議会

一般会員（1口500円）
人数………… 8,217人
金額……4,108,500円
特別会員（1口1,000円）
人数……………478人
金額………490,000円
特別賛助会員（1口10,000円）
人数………………36人
金額………530,000円
その他……………………805,935円

52,393円
378,000円

活

302,000

脇

吉兼

3,642,454円

バッジ・その他募金

東

10万円

【 平成29年度共同募金 門真地区募金会実績額 】

合計

宮

553,000

個

平成29年度も10月１日から12月31日にかけて
「赤い羽根」共同募金運動を実施いたしました。
自治会を中心とした市民のみなさまをはじめ、法
人・各種団体などのあたたかいご支援・ご協力をい
ただき、ありがとうございました。

〈募金種類ごとの内訳〉

金額（円）

真

奥田

◆募金総額報告

区

特別賛助会員（順不同・敬称略）

,

平成29年度「赤い羽根」
共同募金運動各種報告

校

動

報

告

１.第14回門真市ボランティアフェスティバル
（5月28日エコ・パークにて開催） ２.弁天池公園ふれ愛感謝祭（11月23日弁天池公園にて開催）
ボランティアフェスティバルは、
「広めよう・人の和・地域の輪」をテーマと
弁天池公園ふれ愛感謝祭は、地域の活性化と世代間交流を目的に開催し
ています。
し、市内で活動しているボランティア団体や各機関が地域の輪を広げていく
今年のテーマは「地域の福祉」と題し、車いすやアイマスク歩行、手話伝達
ことを目的に開催しています。
などを体験するコーナーが設けられました。
門真地区募金会としては、募金の使途を掲載したポスターなどを掲示し、
門真地区募金会としては、風船や妖怪ウォッチの募金箱といった啓発グッ
啓発活動を行いました。
ズの配布や街頭募金活動を行い、
１５,８４９円のご寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

か

平成30年2月1日
（3）
かつ

じ

りつ

し

えん

じ

平成

にち じょう せい

ぎょう

日常生活自立支援事業

団体の
みなさまへ

30

年度

組織構成会員の
加入のお願い
12

66

29

平成29年度社会福祉法人門真市社会福祉協議会
組織構成会員一覧

☆★サービスの内容★☆

領域Ⅰ：住民代表的な性格のつよいもの

<介護保険事業所>

手話サークル「くすの木」

門真市自治連合会

社会福祉法人ロータス福祉会 特別養護老人ホーム門真荘

日本車椅子レクダンス協会

福祉サービスに関する情報の提供や、サービスを受
けるにあたっての手続きなどを援助します。

門真市赤十字奉仕団

社会福祉法人イースト・ロード福祉会 特別養護老人ホームはるかの郷

手話グループ

一般社団法人

社会福祉法人晋栄福祉会 ナーシングホーム智鳥

ＮＰＯ法人

日常の金銭管理サービス

守口門真商工会議所

社会福祉法人スリーヴィレッジ 特別養護老人ホームつくしの里

民舞

門真市消防団

社会福祉法人三養福祉会

朗読ボランティアグル−プゆりかご

<校区福祉委員会>

<障害者援護施設・障害者福祉作業所>

傾聴ボランティアグループこころの耳会

大和田校区福祉委員会

社会福祉法人門真共生福祉会 知的障害者通所更生施設ジェイ・エスステージ

<特定非営利活動法人>

上野口校区福祉委員会

社会福祉法人つばき会

特定非営利活動法人

ひかり

東校区福祉委員会

社会福祉法人蓮根会

特定非営利活動法人

なごみ広場

四宮校区福祉委員会

社会福祉法人恵光美会 仲間の家たけのこ

領域Ⅲ：当事者団体的性格のつよいもの

門真校区福祉委員会

<民間保育園>

門真市老人クラブ連合会

古川橋校区福祉委員会

社会福祉法人向日葵福祉会

門真市身体障害者福祉会

五月田校区福祉委員会

社会福祉法人友愛福祉会 おおわだ保育園

門真市遺族会

福祉サービスの利用援助

医療費や福祉サービスの利用料、家賃や公共料金
等の支払いを代行します。また、必要な生活費を定
期的にご自宅までお届けします。

通帳・書類等の預かりサービス
保管を希望される重要な書類等を本会が契約する
金融機関の貸金庫にて保管します。
例）預金通帳、年金証書、印鑑など
※サービスのご利用にあたり、所得の状況に応じて年会費
およびサービス利用料が必要となります。
・年会費（1,000〜5,000円）
・金銭管理サービス利用料（１回につき0〜1,000円）
・貸金庫利用料（１ヶ月あたり200円）
■契約者数
（平成29年12月末日現在）

知的
障がい者
25人

合計

76人

認知症
高齢者等
26人

精神
障がい者
25人

門真市介護者(家族)の会

二島校区福祉委員会

社会福祉法人めぐみ保育園

門真市母子寡婦福祉会

沖校区福祉委員会

社会福祉法人雅福祉会 うちこし保育園

特定非営利活動法人 門真市手をつなぐ育成会

北巣本校区福祉委員会

社会福祉法人小百合苑

領域Ⅳ：関連分野団体

脇田校区福祉委員会

社会福祉法人晋栄福祉会

砂子校区福祉委員会

<ボランティアグループ>

門真市企業人権推進連絡会

みらい第１校区福祉委員会

ポプラの会

門真市薬剤師会

みらい第２校区福祉委員会

みどり会

一般社団法人

門真市歯科医師会

領域Ⅱ：福祉専門機関・団体的性格のつよいもの

点訳サークル「さつき」

一般社団法人

門真市医師会

門真市民生委員児童委員協議会

音訳ボランティア

門真市献血推進協議会

門真地区保護司会

かどま子ども家庭サポーターの会

公益社団法人 門真市シルバ−人材センタ−

門真市筆記通訳グループ「たんぽぽ」

認知症予防リーダーとして活動しませんか？
認知症予防につながる認知症予防ゲーム（レクリエーション）の進め
ᛐჷၐʖ᧸ȪȸȀȸƱƠƯѣƠǇƤǜƔᲹ
ᛐჷၐʖ᧸ƴƭƳƕǔᛐჷၐʖ᧸ǲȸȠᲢȬǯȪǨȸǷȧȳᲣƷᡶǊ૾ǛܖƼŴ؏עưƢǔȪȸȀ
方を学び、地域で活躍するリーダーを養成します。地域のサロン、施
ȸǛƠǇƢŵ؏עƷǵȭȳŴᚨưƷѣƴƔƠƯƍƨƩƚǇƢŵ
設での活動に活かしていただけます。
ఄғᅦᅍۀՃ˟Ŵᐯ˟Ŵᎊʴ˟Ʒ᧙̞ᎍŴٻടᡇᲛᲛ
校区福祉委員会、自治会、老人会の関係者、大歓迎！
！

講座日程
ᜒࡈଐᆉ
日

時

żᇹᲫׅŽ Წஉ 23 ଐᲢᲣ

第1回

2月23日（金）

午後１時
3月 2日（金） ҜࢸᲫƔǒ
から
ҜࢸᲮ
żᇹᲭׅŽ Ჭஉ 9 ଐᲢᲣ
第3回 3月 9日（金） 午後４時
żᇹ 2 ׅŽ Ჭஉ 2 ଐᲢᲣ

第2回

żᇹᲮׅŽ Ჭஉ 16 ଐᲢᲣ

第4回
ئ場
ݣ対

内
ϋ

3月16日（金）

ܾ

容

ȷᛐჷၐʖ᧸ƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ

・認知症予防について（座学）
ȷƴƳƬƯǦǩȸȟȳǰǢȃȗᲢܱ২Უ
・輪になってウォーミングアップ（実技）
ȷΟƠƞƷǷȣȯȸƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ
・優しさのシャワーについて（座学）
ȷƷǇǇưǹǭȳǷȃȗᲢܱ২Უ
・輪のままでスキンシップ（実技）
ȷʖ᧸ǲȸȠƸƳƥјௐƕƋǔƷƔᲢࡈܖᲣ
・予防ゲームはなぜ効果があるのか（座学）
ȷࡈƬƯǯȩǤȞȃǯǹĬᲢܱ২Უ
・座ってクライマックス①（実技）
ȷʖ᧸ܴƷȜȩȳȆǣǢᜒࡈƴƭƍƯᲢࡈܖᲣ
・予防教室のボランティア講座について（座学）
ȷࡈƬƯǯȩǤȞȃǯǹĭᲢܱ২Უ
・座ってクライマックス②（実技）

ᲴᧉჇࠊ̬ͤᅦᅍǻȳǿȸᲢ˰ᲴᧉჇࠊࣂؘထᲫᲮဪᲫӭᲣ
所：門真市保健福祉センター（住所：門真市御堂町14番1号）

ᝋᲴᧉჇࠊ˰נȷנѮƷʴưŴ؏עƷǵȭȳѣǍ˰؏עൟƕݣᝋƱƳǔ
象：門真市在住・在勤の人で、地域のサロン活動や地域住民

が対象となる活動などの、地域活動に携わっている方
ѣƳƲƷŴ؏עѣƴઃǘƬƯƍǔ૾

募集人数：20名（先着順）
ѪᨼʴૠᲴᲬᲪӸᲢέბᲣ

講
師：NPO法人 認知症予防ネット
ᜒ
ࠖᲴNPO ඥʴ ᛐჷၐʖ᧸ȍȃȈ
申込期間：平成30年２月１日（木）〜16日（金）
ဎᡂ᧓Ჴ 30 ࠰ᲬஉᲫଐᲢ൦Უ᳸Ძ6 ଐᲢᲣ
申込・問合せ：社会福祉法人 門真市社会福祉協議会 ボランティアセンター
ဎƠᡂǈȷƓբƍӳǘƤᲴᅈ˟ᅦᅍඥʴ
ᧉჇࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟
（電話番号：06−6902−6453）
主
催：社会福祉法人 門真市社会福祉協議会
ȜȩȳȆǣǢǻȳǿȸᲢᩓᛅဪӭᲴ06-6902-6453Უ

ɼ

͵Ჴᅈ˟ᅦᅍඥʴ

ᧉჇࠊᅈ˟ᅦᅍңᜭ˟

ＳＡ門真の会

龍秋会

社会福祉法人まこと鳴滝会 まこと小路保育園

認知症予防
リーダー入門講座
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ひまわり

速見校区福祉委員会

Ӗ ᜒ ဃ
！
募集！
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講生
受Ѫ

ଐ

守口門真青年会議所

門真支部

智鳥保育園

アクセント

門真市人権協会

（順不同）

平成29年12月末日現在

寄付お礼
かねてより、福祉基金および善意銀行にご理解とご協力を賜りまして
厚くお礼申し上げます。
平成29年10月25日以降にご寄付いただきました方々をご紹介いたし
ます。

〈福 祉 基 金〉
寄付金を元金として、積み立てて、そこから生じる利息により地域に
根ざした福祉事業を展開し、地域福祉の増進に寄与することを目的とし
ています。
・オガワカイロ院
・株式会社中田米穀店（敬称略・順不同）

〈善 意 銀 行〉
世の中のために役に立ちたい・尽くしたいという「善意の心」をお預
かりして、最も支援を必要としているところへお渡しする橋渡しとなり
ます。現金だけでなく、保存のきく未開封・賞味期限前の食糧（袋麺・
お米・缶詰など）や車いすなどのご寄付もお預かりしています。
・千成ヤクルト販売株式会社
・ジホー愛の基金絆 代表 村上 マルエ
・明るい社会づくり運動 門真はすはな会 盛本
・学校法人 大阪愛徳学園 大阪愛徳幼稚園
（敬称略・順不同）

典子

社

協

だ

よ

り

平成30年2月1日
（2）

平成30年度

とうございました
ありが

賛助会員（会費）募集！

平成 29 年度

賛助会員（会費）募集
中間報告 （平成30年1月17日現在）

〜みなさまのご理解とご協力よろしくお願いします〜
社 会 福 祉 協 議 会 社( 協 は) ︑ はますます高まっています︒ ◆賛助会員区分◆
住民によるたすけあい活動の
本会が︑地域福祉活動を進
〝仕組みづくり〟を進める法 めるためには︑今まで以上の
一般会員会費
的に位置づけられた民間の福 自主的な活動財源を確保・増
祉推進団体です︒
強していく必要があります︒
５００円から
本会では︑﹁心ふれあう福 これまで本会が実施する在宅
祉のまちづくり﹂の実現を目 福祉サービスや校区福祉委員
特別会員会費
指して︑校区福祉委員会や自 会の地域福祉活動には︑みな
治会︑民生委員︑ボランティ さまの多大なご理解とご協力
１ ０００円から
ア︑行政などたくさんの関係 が大きな財源となっておりま
団 体 の 協 力 を 得 な が ら ︑ 住 民 す︒
特別賛助会員会費
の支えあいのネットワークに
今後も地域福祉の推進を図
よる地域福祉活動を推進して るべく︑平成 年度の門真市
１０ ０００円から
います︒
社会福祉協議会の賛助会員
少 子 高 齢 ︑ 人 口 減 少 社 会 の ︵ 会 費 ︶ の 募 集 を お 願 い い た ︵会員の方に対する義務や
進行や︑家族形態の多様化に し ま す ︒ 趣 旨 に 賛 同 い た だ
権利等はありません︒︶
より︑家庭や地域で支えあう き︑ひとりでも多くの市民の
機能は低下し︑児童や障がい みなさまや企業・各種団体の
者 高
･ 齢者の虐待︑また失業 ･ 方々のご理解とご支援をお願
貧 困 を 起 因 と し た ホ ー ム レ ス いします︒
や自殺 孤
みなさまから頂戴しました
･ 独死など︑公的制度
だけでは対応できない多種多 賛助会費の ％は市内の校区
様な生活福祉課題が増大して 福祉委員会活動の補助金とさ
います︒
せていただき︑他の助成金と
このような中︑住民の支え 合せて地域福祉活動の財源と
あ い に よ る 地 域 福 祉 へ の 期 待 なっています︒

,

ま

社会福祉法におい
て︑社協は﹁地域福祉
を推進する中心的団
体﹂と位置づけられ︑
市内の社会福祉事業を
経営する方や活動を行
う方の参加が定められ
ています︒
本会では︑平成 年
月末日現在︑組織構
成会員として 団体の
方々が加入されていま
す が ︑より一層のご加
入をお願いいたします︒
組織構成会員として
加入いただきますと︑
それぞれの立場・領域
にわけ︑各領域より評
議員を選出し︑社協の
運営に主体的に関わっ
ていただきます︒

です︒︶

☆★対象となる方★☆
（下記のすべてに該当する方）
■門真市内にお住まいの方
■物忘れが多くなった高齢者や知的障がい・精
神障がいをお持ちの方で、日常生活を営むに
おいて判断能力が不十分な方（身体的な理由
のみで、入出金や支払等を行うことができな
い方については対象となりません）
■近くに身寄りがいない方
■契約時において、本人がサービスの利用を希
望し、その意思が確認できる方

︵年会費は一口３ ０００円

この事業では、福祉サービスの利用援助や日
常の金銭管理をお手伝いすることで、住み慣れ
た場所で安心して生活していただけるようにサ
ポートします。相談は無料です。
詳しくは本会までお問い合わせください。

ど

40

5,934,435円

30

,

●市内小学校区別（下表）
5,359,635円
●その他市内事業所関係・個人・庁内等 574,800円

内訳

校

区

金額（円）

速

見

371,500

沖

264,000

古川橋

449,300

北巣本

152,000

みらい第１

588,700

四

368,400

みらい第２

581,500

門

戸別募金
職域・法人募金

3,095,510円
116,551円

街頭募金

田

221,600

大和田

289,000

砂

子

76,635

上野口

331,500

二

島

518,500

五月田

292,000
事業所など
２万円以上
㈱大宝建設

人

１万円以上

和彦

5万円

2万円
永利

洋一 野田

（株）
天辻鋼球製作所

綾川歯科医院

（株）
越智製作所

山初運輸
（株）

（福）
門真共生福祉会 （一社）
門真市医師会

浩二
武臣 松下

憲一

門真市教職員組合

（一社）門真市歯科医師会

（公社）
門真納税協会

北河内農業協同組合門真中央店

さくら幼稚園

1万円

（医）
津樹会

（有）重洋興業
髙橋医院

三浦

俊秀 高塚

信義 田中

範明

門口

淳 安井

繁則 安田

昭夫

田村工業（株）

ホテルシルバー

田中 登美雄 石 丸

琢也 西川

祥平

幸福産業（株）

門真園芸（株）

他、匿名2名

門真市民生委員児童委員協議会

一般会員（1口500円）
人数………… 8,217人
金額……4,108,500円
特別会員（1口1,000円）
人数……………478人
金額………490,000円
特別賛助会員（1口10,000円）
人数………………36人
金額………530,000円
その他……………………805,935円

52,393円
378,000円

活

302,000

脇

吉兼

3,642,454円

バッジ・その他募金

東

10万円

【 平成29年度共同募金 門真地区募金会実績額 】

合計

宮

553,000

個

平成29年度も10月１日から12月31日にかけて
「赤い羽根」共同募金運動を実施いたしました。
自治会を中心とした市民のみなさまをはじめ、法
人・各種団体などのあたたかいご支援・ご協力をい
ただき、ありがとうございました。

〈募金種類ごとの内訳〉

金額（円）

真

奥田

◆募金総額報告

区

特別賛助会員（順不同・敬称略）

,

平成29年度「赤い羽根」
共同募金運動各種報告

校

動

報

告

１.第14回門真市ボランティアフェスティバル
（5月28日エコ・パークにて開催） ２.弁天池公園ふれ愛感謝祭（11月23日弁天池公園にて開催）
ボランティアフェスティバルは、
「広めよう・人の和・地域の輪」をテーマと
弁天池公園ふれ愛感謝祭は、地域の活性化と世代間交流を目的に開催し
ています。
し、市内で活動しているボランティア団体や各機関が地域の輪を広げていく
今年のテーマは「地域の福祉」と題し、車いすやアイマスク歩行、手話伝達
ことを目的に開催しています。
などを体験するコーナーが設けられました。
門真地区募金会としては、募金の使途を掲載したポスターなどを掲示し、
門真地区募金会としては、風船や妖怪ウォッチの募金箱といった啓発グッ
啓発活動を行いました。
ズの配布や街頭募金活動を行い、
１５,８４９円のご寄付をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

化

かどま

の

図

案

社協
マ

ーク・社を

社 協だより
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❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊
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❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊

見守り声かけ訪問

地域の人に ュー
インタビ
見守り声かけ訪問は、校区福祉
委員が高齢者宅へ訪問し、その方
の安否確認を行う活動です。
今回は地域で積極的に活動され
ている方にお話を伺いました。

勝代 さん

年に２回、
７０歳以上を対
象に
「ひとり暮らし老人のつ
どい」
を民生委員と協力して
運営しています。歌や踊り、
ビンゴゲームと軽食で楽し
いひと時を過ごしています。

私が所属している東校区福祉委員会では、ひとり暮らし老人
の会「和楽の会」を組織しています。
その会員を対象に手芸やカラオケなどのサロンを開催してい
ます。サロンに参加できない方に対しては、後日訪問し安否確
認を行っています。

◆印象に残っていること◆
街中で高齢者の方と出会った際、「元気にしています。」と
笑顔で言ってもらえた時です。普段声かけをしている分、向こ
うから声をかけられると心がホッとします。

◆心がけていること◆
外に出てこられない方が孤立しないように、定期的な訪問を
心がけています。
その際、気軽にサロンに参加してもらえるよう、会の案内や
サロンで作成した手芸品をお渡ししています。

◆今後の目標◆
今後もサロン活動を主体とした見守り支援を続けていくこと
ができるように、新しい担い手を育成していきたいです。

〜門真で頑張っているみなさま〜

表彰されました！
22

17

29

平成 年度 大阪府社会福祉大会

11

平成 年度 全国社会福祉大会

11

月 日に大阪国際交流センターにて
開催︒大阪府社会福祉協議会主催︒

大阪府社会福祉協議会会長表彰
︵地区福祉委員会︶

かどま社協だよりは
「公益社団法人シルバー人材センター」
が門真市内全戸に配布しています 配布に関する問合先

月 日に東京都のメルパルクホール
にて開催︒厚生労働省︑全国社会福祉
協議会︑中央共同募金会主催︒

厚生労働大臣表彰
︵ボランティア功労者表彰︶

49

辻井

■砂子校区福祉委員会
︻活動内容︼
月曜日から土曜日まで毎日サロン
を開催されています︒
茶話会の他︑男性が参加しやすい
ように囲碁・将棋︑麻雀を取り入れ
ておられます︒

この機関紙は、
赤い羽根共同募金の配分金を受け発行・配布いたしました。

27

個別援助活動

■﹁夢楽らいぶ﹂一座
︻活動内容︼
施設を訪問し︑ギターの弾き語り
をされています︒平成 年からは大
東市の商店街の空きスペースでライ
ブを開催し︑地域の活性化にも取り
組まれています︒

※上記のプログラム以外にも企画・ご提案させていただきます。

牛乳パックには、開け口
の反対側に半月形の切り込
みがついており、ジュース
等の他の紙パッ
ク飲料と区別で
きるようになっ
ています。

11

校区福祉委員会が実施して
います。グループ援助活動と
個別援助活動に分かれてい
ます。
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第 回 社会貢献者表彰式典

○門真市社会福祉協議会ボランティアセンター
○住所：門真市御堂町14−１
○電話：06−6902−6453

◆牛乳パック

道子 さん

月 日に帝国ホテル東京にて開催︒
社会貢献支援財団主催︒

★福祉教育の企画・相談はこちらまで★

シャンプーボトルには横
側に凹凸がついており、リ
ンスと区別できるようにな
っています。

社会貢献者表彰

お問い合わせ

◆シャンプーボトル

■点訳サークル﹁蓮﹂
︻活動内容︼
点訳活動と点訳ボランティアの育成
に取り組まれておられます︒点訳本は
大阪府を中心に各県の特別支援学校等
へ年間200冊寄贈されています︒

・自分の過去や将来の目標を発表させていただいたことで、自分を
しっかり認識し、目標へ前進する意欲が高まりました。
・障がいを伝えるのは不安ですが、自分を振り返ることで力がつき
地域の方に理解してもらえ安心につながっています。
・嬉しい体験談発表ができました。このような機会に感謝していま
す。

ユニバーサルデザインとは、障がいの有無や年齢、性別、人種な
どに関わらず、たくさんの人々が利用しやすいように製品や建物、
環境をデザインする考え方です。

年に２回
（概ね11月と３
月）
ふれあいお食事会を開
催しています。毎回趣向を
こらした内容でひとり暮ら
し高齢者の方々に楽しん
でいただいています。

︵御堂古川橋自治会館︶

＜当事者の声＞

？

ユニバーサルデザインって

安田

全国社会福祉協議会会長表彰
︵社協功労表彰︶

・いろんな事を乗りこえて前向きに頑張っておられる姿に感動しま
した。
・ご自身の心をふりかえる作業は大変な負担だったと思います。当
事者が直接話して下さったおかげで、ご本人のお気持ちに少し近
付けた気がしています。
・地域ぐるみで協力していきたいと思いました。

毎週、月曜日と火曜日に
65歳以上を対象に健康体
操をしています。マットを使
用した体操では、みなさん
おしゃべりをしながら楽しく
健康づくりに励んでいます。

■服部 勝 様
平成６年から本会の評議員を務め
ておられます︒また︑地域ではみら
い第１校区福祉委員長として福祉活
動に励まれています︒

＜参加者の声＞

村上 美代子 さん

繁年 さん

小地域ネットワーク
活動とは…

◆活動について◆

◆古川橋校区

精神障がい者理解促進事業

︵元町自治会館︶

「門真クラブ」…門真市内の精神障がい者施設に
通所する方々により運営されています。

（当事者の体験談やゲーム交流など）

北中

◆門真校区

精神障がい者理解促進事業

麗子 さん

︵新門真住宅集会所︶

社協職員

中島

今年でサロンは１５周年
を迎えます。
茶話会やディス
コンをしています。
「 今日は
楽しかったわぁ」
の声が聞き
たくて、
次はもっと喜んでも
らおうとがんばっています。

◆砂子校区

車いす体験学習

いきいきサロン、子育てサロン、
ふれあい食事サービス、世代間交流
︵岸和田南住宅自治会館︶

聴覚障がい者、手話サークル「くすのき」、
手話グループ「ひまわり」

グループ援助活動

◆四宮校区

手話体験学習

地域 とつながり ・思 いを育 む

視覚障がい者、点訳グループ「さつき」

社会福祉法人
門真市社会福祉協議会
〒571−0064
門真市御堂町14−1
TEL 06（6902）6453
FAX 06（6904）1456

し

点字体験学習・アイマスク体験学習

これが小地域ネットワーク
活動です！

平成30年2月1日
発
行

ふく

協力者・団体

第 62 号

福 祉 教 育

地域住民を対象とした
自分の名前と学校名を 精神 障がいについての
点訳しています。
勉強会

卵 パックを 使って 、子
どもたちに 点 字の打ち 小学校で
方を指導しています。 アイマスク体験

プログラム例

プログラム

門真市社協では︑﹁地域の誰もが支えあうまちづくり﹂の推進のため︑当事者︑ボランティ
ア︑関係機関と共に福祉について学びあう福祉教育に取り組んでいます︒対象は学校や自治会︑
校区福祉委員会など様々で︑子どもから大人まで幅広い世代に対して実施しています︒
福祉教育では︑人の強みやできること︑得意なことの可能性を広げる視点を大切にしていま
す︒障がいがあるかないかではなく︑その人の﹁できること﹂と﹁できないこと﹂は何なのかを
交流や体験を通して考えてもらい︑豊かな福祉の考え方を育みます︒
また︑障がいのある方やボランティアの方にご協力いただくことで︑地域の支えあいをより身近
に感じてもらい︑地域の一員としての意識も育んでいきたいと考えています︒

ふ だんの く らしの し あわせ

平成30年2月1日
（4）
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