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社社 協協 だ よ り

あらためまして....わたしたち「四條畷市社会福祉協議会」です！➡P2・3へ
賛助会員会費、赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金へのご協力ありがとうございました ➡P6へ

コロナによる減収などで生活費にお困りの方へ ➡P8へ
四條畷市社会福祉協議会公式Twitter始めます！！➡P8へ
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「四條畷市 　 会福祉　  議会」です！
しゃ きょう

そうなんです。
しゃ　きょう

略して社協と
呼ばれています！

社協は、社会福祉法第 109条に基づき、
地域福祉の推進を図る団体と

位置付けられた非営利民間組織です。

四條畷市北出町３番1号
市民活動センター1階に事務所があります。
元北出小学校の職員室です。

全国社会福祉協議会（全社協）

大阪府社会福祉協議会（府社協）

四條畷市社会福祉協議会（市社協）

地区福祉委員会（22）
・滝木間
・畑中
・川崎　　　　　
・塚米
・楠公
・雁屋
・江瀬美町　　　　　
・二丁通

・あけぼの………………金一封
・田邊　翠……………５，０４６円
・匿名希望……………５，０００円
・匿名希望…………１００，０００円

・三一会……………１０，０００円
・木村武弘………………金一封
    （故 木村博之様の満中陰志として）
・匿名希望……………５，０００円

・ドックフード5個……………匿名希望
・紙おむつ、尿とりパッド等
　介護用品５点………………匿名希望
・米、乾物等 １４０ｋｇ……山本　啓一郎
・米 １５０ｋｇ…………なわて子ども食堂

令和３年１２月２１日から令和４年３月２０日まで受付分（敬称略）
令和３年１２月２１日から令和４年３月２０日まで受付分（敬称略）

ありがとうございました。皆様のご厚意を社会福祉に役立てさせていただきます。

・北出町
・蔀屋
・東中野
・中野新町　
・美田町
・清滝
・中野本町・西中野
・田原台・さつきヶ丘

・府住清滝
・岡山
・砂
・上田原　　　　　　
・下田原
・緑風台

理事会（執行機関）、監事（財産、業務の監査）、評議員会（議決機関）

会員

あらためまして…
わたしたち

どんな組織な
ん？

どんな組織な
ん？

どこにあるん？どこにあるん？ 市役所とは違う
ん？

市役所とは違う
ん？

①組織構成会員…社協の運営や事業に直接参加いただきます（理事・評議員の選出団体）

②賛助会員…　　　　　　　　　　福祉事業の継続・目標達成のため、財政面で支援していただきます　
・特別賛助会員
・一般賛助会員
・住民会員

各種委員会
基金運営委員会
諮問委員会

ボランティアセンター推進協議会

苦情解決
第三者委員会

ボランティア
連絡会

四條畷
地区募金会

寄付者ご芳名（受付順）

四條畷市
献血推進協議会

ふれあい元気クラブ
えんじょい運営委員会

四條畷市
地域貢献委員会

事務局

社 協
よくいただくご質問

名前が長いな！名前が長いな！

ココです

各種物品を寄贈していただきました

し じょう なわ て し か い ふ く　 し ぎ 　 　か い
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どんなことして
るん？

どんなことして
るん？ 四條畷市社協の事業を紹介します。

地区福祉委員会連絡会議事務局
地区福祉委員会は住み慣れた地域にいつまでも元気で安心して暮
らしていけるよう、住民が主体となって地域の支え合いづくりを推
進する役割を担っています。本会はその活動を支援しています。

献 血 推 進 事 業 人命に関わる輸血用血液の安定確保のため、四條畷市内（市役
所など）で献血を行っています。

車 い す 貸 し 出 し 事 業 様々な身体状況（病気・ケガ・老化等）により歩行が不自由な方に対して、
一時的に車いすの貸し出しを行います。（期間：３ヵ月　貸し出し無料）

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力不十分な人が、安心して住
み慣れた地域で生活ができるように、生活やお金を守るお手伝いをします。

生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業
低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、経済的自立及び
生活意欲の助長促進、在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを
目的として、必要な相談支援、申請受付を行います。

生活困窮者自立相談支援事業 「なわて生活サポート相談」の職員が相談支援を行います。就労
準備支援事業、家計改善支援事業も行っています。

障がい福祉サービス事業 障害者総合支援法に基づいて、利用者に寄り添い、ご本人のニーズに
沿った生活を継続することができるようにヘルパーを派遣しています。

要 介 護 認 定 調 査 事 業 ご本人やご家族からの申請に基づき、本会の調査員が調査日の調
整を行いご自宅や病院などへ訪問して調査を行います。

福 祉 団 体 事 務 局 業 務
四條畷市民生委員児童委員協議会、四條畷市老人クラブ連合会、
日本赤十字社大阪府支部四條畷市地区及び四條畷市赤十字奉仕
団、街かどデイハウス「さんら」の運営支援を行っています。

生活支援コーディネーター
配 置 事 業

介護保険法に基づき、地域住民、事業者、市などと協力しながら、介護予
防サービス提供体制の取り組みを推進します。高齢者が、できるだけ元気
で地域で生活できる様な支え合い体制を作るお手伝いをしています。

C S W 配 置 事 業
（コミュニティーソーシャルワーカー）

生活のお困りごとや地域の課題について関係機関と連携してど
うしたら解決できるのかを一緒に考えます。

福 祉 移 送 サ ー ビ ス 事 業
おひとりで外出が困難な高齢者・障がい者の方
へ、外出の機会を提供するため、移送サービス
ボランティア「すまいる」の協力のもと、スロー
プ付き車両により事業を実施しています。

高齢者給食サービス事業
ひとり暮らしの高齢者などを対象に、配食ボ
ランティアによる、お弁当の配食や会食会を
通し孤独感の解消をはかり、見守りや地域と
の交流を進めます。

小 地 域 ネ ッ ト ワ ー ク
活 動 推 進 事 業

地域では、高齢者・障がい者・子育て世帯などを対象に、住民や
ボランティアなどが参加、協働して行われる見守り支援、サロン
活動などが展開されています。

赤 い 羽 根 共 同 募 金
歳 末 た す け あ い 募 金

毎年１０月に行う「共同募金」・毎年１２月に行う「歳末たすけあい
募金」は四條畷みんなで支えあう地域づくりを目指しています。

ボランティアセンター業務 ボランティアに関心ある人、してほしい人などの総合窓口です。
各ボランティア団体や個人の方と連携しています。

自助具製作サービス事業
自助具は、高齢や障がいなどの理由で、手指や関節が動きにく
い、握る力が弱いなどの場面で動作を助ける道具です。自助具製
作ボランティア「セルフ」の協力のもと製作、支給しています。
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事業計画及び予算令和4年度

「みんなの力でつくる暖かみのあるまち」＝地域共生社会の実現を目指します。
上記を実現するために、本会の経営改善と組織の基盤強化を図ります。

重点的な取り組み
●地域の課題に対応し、持続可能な事業を検討、推進します。
●地域の課題をしっかりと聴き、把握し、対応できる人材を育成します。
●本会の事業、取り組み、魅力を発信し、住民や関係機関に、信頼され、協力
してもらえる法人運営を行います。
●業務改善を行い事業の効率化を図り、地域福祉の推進に取り組みます。
●生活困窮者自立相談支援事業等、相談事業の充実を図ります。
●ウィズコロナ、ポストコロナに対応した地域活動を推進します。
●災害ボランティアセンターとしての機能の整備を行います。

支出予算額・・・1億4231万9000円　（昨年度当初予算比＋1465万3000円）

支出

資産積立支出
5.0%（7,058）固定資産取得支出

0.3%（411）

助成金支出
6.8%（9,671）

分担金支出
0.5%（710）

負担金支出
0.1%（155）

事業費支出
3.6%（5,109）

事務費支出
12.4%（17,679）

予備費
0.4%
（500）

その他の支出
1.2%（1,763）

人件費支出
69.7%（99,263）

会費収入
2.8%（4,299）

※単位：千円

寄附金収入
0.6%（1,000）

経常経費
補助金収入
16.4%（25,446）

受託金収入
44.3%
（68,903）

前期末支払
資金残高
16.7%（26,000）

障害福祉サービス
等事業収入
17.4%（27,022）

事業収入
0.9%（1,324）

収入

その他の収入
0.9%（1,469）

基　本　方　針
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3月8日 市長表敬訪問をしました

団体の部 :厚生労働大臣表彰 活動歴２５年

個人の部 :大阪府社会福祉ボランティア表彰
　　　　　兼 松　茂 さん

ボランティアグループ【セブン（７）】

　令和４年３月９日に、ライオンズクラブ国際協会335-Ｂ地区11リジョンと、令和４年３月１８日に四條畷中央ライオンズクラブと本会
の間で「大規模災害等発生時における相互協力に関する協定」を締結しました。
　これは、本会が運営する災害ボランティアセンター設置時に、迅速かつ効果的な支援活動を行うための協定です。
　今後も本会は、多様な団体と平時から協力体制を構築して災害が発生した場合に速やかな活動ができるように備えていきます。

　地区福祉委員の資質向上を目的に、毎年地区福祉委員会連
絡会議と本会が共催で、研修会を行っています。
　昨年度も、コロナ禍であり開催については悩みましたが、予
定通り行いました。
「住み慣れた地域で暮らし続けるためには～垣根を越えるまち
づくりとは～」という内容で、大阪ボランティア協会の青山織衣
さんを講師に迎え、地域の事例も交えてお話しいただきました。
　「何かできるんちゃうか！」「やってみよう！」という機運も高ま
り、「コロナだからできない」ではなく「コロナでもできる」「コロ
ナだからこそできる」地域活動を地区福祉委員会の皆さんと一
緒に共有できた時間でした。

ボランティア活動

東市長は産まれる前からの活動の功績に大変感心されてました。
兼松氏の友人の死をきっかけに「このままの生き方ではいけな
い」と始まった活動のお話に興味深く耳を傾けておられました。
次世代へ継承していきたい！と激励のお言葉をいただきました。

活動歴42年

「大規模災害等発生時における相互協力に関する協定」を締結！

地区福祉委員対象研修会

ライオンズクラブ国際協会
３３５－B地区11リジョン

「住み慣れた地域で暮らし続けるためには
～垣根を越えるまちづくりとは～」

四條畷中央ライオンズクラブ

※左から2番目セブン（7）滝会長、3番目兼松さん
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総額4,108,021円賛助会員会費総額　

単位　円

令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により2月末まで募集期間を延長した
ため、特別賛助会員のご芳名の掲載は、9月発行号に掲載させていただく予定です。

イオンリテール株式会社、なんこうシャル、ド
ラッグアカカベ田原台店、おおさかパルコープ
忍ケ丘店、ラッキー四条畷店、ラッキー忍ケ丘
駅前店、高齢者地域サポートセンターふるさ
と、（福）四条畷福祉会、なわてすみれ園、田原
台ひまわりこども園、四條畷荘、（福）山麓会、
田原荘、ハニコウム、四條畷市、田原支所、四
條畷図書館、田原図書館、教育文化センター

松山眼科、昇栄建設、武田誠二、北川シズ子、 
株式会社シー・ブイ・エス

滝木間
畑中
川崎
塚米
楠公
雁屋
江瀬美町
二丁通町
北出町
蔀屋
中野本町・西中野
東中野
中野新町
美田町
清滝
府営清滝住宅

256,100
323,600
43,200
129,500
275,700
332,100
197,300
188,100
138,800
194,600
104,665
100,000
80,000
98,400
297,900
21,500

233,300
324,300
41,990
124,160
57,200
180,380
191,200
183,750
136,300
138,800
98,530
70,000
76,700
106,700
284,880
23,000

地域の福祉活動を支える大切な財源となります。
ご協力ありがとうございました！

社協賛助会員会費 赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金

地区名 賛助会員 共同募金

東中野自治会
岡山自治会
塚米地区福祉委員会
匿名
匿名
江瀬美自治会
滝木間地区福祉委員会
府営清滝住宅自治会
二丁通町自治会婦人部
匿名
石原欽子
美田町自治会
中野新町自治会
畑中地区婦人部
中野本町・西中野自治会
グランドメゾン四條畷
雁屋町会
田原台３丁目守屋

40,000
100,000
113,170
10,000
1,000
50,000
30,000
30,000
52,934
5,000
10,000
40,000
79,700
142,482
60,000
15,000
15,000
10,000

歳末たすけあい募金 歳末たすけあい募金

岡山
砂
上田原
下田原
緑風台
田原台１丁目
田原台２丁目
田原台３丁目
田原台４丁目
田原台５丁目
パークヒルズ・くすのき坂
パークヒルズ・くすのき中央
田原台7・8丁目
田原台9丁目
さつきヶ丘
田原台地区不明分
事務局受付

900,000
40,000
41,900
42,700
29,400
24,500

26,500
10,000
23,650
10,000
23,140
48,300
66,500
28,730
6,236
5,000

802,000
20,000
55,410
57,000
28,300
5,000
2,500
2,000
23,000
1,000
3,000
18,915
2,000
2,500
1,017
150

225,966

地区名 賛助会員 共同募金

（募金箱）田原支所、四條畷
図書館、田原図書館、市立公
民館、アカカベ田原台店

2,280

総額3,679,796円共同募金総額　

■10,000円以上の寄付者（順不同・敬称略）

こんなことに使われます
■地区福祉委員会の活動費に

■共同募金募金箱設置協力

小学校での世代間交流の様子小学校での世代間交流の様子

■生活にお困りの方への食料等の配布事業に

歳末たすけあい募金を活用歳末たすけあい募金を活用

単位　円　先着順・敬称略

共同募金　職域募金 （いずれも四條畷市）
地域貢献委員会協力施設
民生委員児童委員協議会
ボランティア連絡会
市職員一同
市内小中学校教職員一同

29,795
34,800
34,200
48,379
11,674

単位　円

在庫がありますので、必要な方は
本会までお越しください。
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赤十字からのお知らせ
献血のお知らせ

「献血」とは、健康な人が自分の血液を善意で分ける
ボランティアのことを言います。
「行こう！献血」─その一歩が、誰かの未来になる─
四條畷市献血推進協議会では、四條畷市内での献血バス配車の協力を行っております。

４月１６日（土）
５月１４日（土）
６月１１日（土）
６月１２日（日）
６月２６日（日）
７月１０日（日）
８月２０日（土）
９月　３日（土）
９月下旬（平日）

10：30 ～ 16：30
10：30 ～ 16：30
10：00 ～ 16：30
10：30 ～ 16：00
10：30 ～ 16：00
10：30 ～ 16：00
10：30 ～ 16：30
10：30 ～ 16：30
10：00 ～ 16：30

イオンモール四條畷店
イオンモール四條畷店
松吉医院　駐車場
イオンモール四條畷店
イオンモール四條畷店
イオンモール四條畷店
イオンモール四條畷店
イオンモール四條畷店
市役所　駐車場

令和 4 年３月 25 日現在
＜令和４年４月～９月までの四條畷市での献血バス配車予定＞

※コロナウイルス感染症などにより、急遽予定を変更することがあります。

詳しくは、大阪府赤十字血液センターのホームページでご確認ください
→→https://www.bs.jrc.or.jp/kk/osaka/place/m1_03_search.html 
四條畷市献血推進協議会（事務局072-878-1210（担当小寺）） 日本赤十字社大阪府支部四條畷市地区（事務局 072-878-1210（担当小寺））

日本赤十字社（日赤）活動資金募集のお知らせ

令和３年度の活動資金のお礼

３，９１４，８５６円
たくさんの募金ありがとうございました！

赤十字の活動に活用させていただきます！

合計

　令和４年度の日本赤十字社活動資金募集（5月～ 6月）
が始まります。
　「活動資金」とは、日本赤十字社が活動をするための資
金のことを言い、全国一斉に各市町村へ
ご協力をお願いし、集めさせていただく
募金活動になります。
　詳しくは、4 月市広報に折込みの
「日赤大阪」をご覧ください。

ふれあい元気クラブ・えんじょいのお知らせ

ボランティア保険へご加入ください

■第２・第４月曜日　１０時００分～１１時１５分
「あなたの不腸を美腸に変える健康経営！

小腸ヨガで腸♡HAPPY に」

踏み台昇降教室開室します

補償（保険）期間　令和４年４月１日～令和５年３月３１日

令和４年５月から

場　所 えんじょい
（四條畷市立市民活動センター内）

無料      
各１５名      
４月２０日（水）午前９時００分から
社会福祉協議会事務所来所にて受付  

受講料

 定　員

 応募方法

日　時 令和４年 ５月２０日金 ６月３日金 ６月１７日金
午後１時３０分～３時３０分（全３回）
えんじょい（四條畷市立市民活動センター内）
無料
株式会社　腸能力開発機構
代表取締役　原田理恵子さん
４月２０日水 午前９時００分から
社会福祉協議会事務所来所または電話にて受付

場　所

受講料 ３０名 定　員

講　師

応募方法

小腸ヨガ講座のご案内

腸が変われば身体が変わる！
腸が変われば心が変わる！
腸はあなたの未来を変える！
超ためになる腸のお話と講座の前後に腸体操！

　ボランティア活動中の万が一の事故に備えてボランティア保険の受付をしてい
ます。新たにボランティア活動を、お考えの方、すでに活動中で今年度の申し込み
がまだの方は、加入されることをお薦めします。
　なお申し込みについては、年度毎に申し込みが必要です。パンフレット・申込書
は社会福祉協議会と市役所本館受付前ラック及び田原支所内に設置しています。

足の筋肉を効率よく使い強化します。
足の筋肉を鍛えるだけでなく生活習慣病の予防改善のための運動療法と
して近年、自治体、病院、リハビリ施設で取り入れられています。

いま注目の
腸活ライフ

更新手続きも
お忘れなく！

市内在住
概ね60歳以上の方



しじょうなわてし社協だより No.988

　民生委員は民生委員法で設置が定められ、厚生労
働大臣から委嘱を受けた非常勤・特別職の地方公務
員になります。任期は3年で、報酬はありません。民
生委員は地域住民からの相談に対し、社会福祉の精
神をもって住民の立場で相談に応じ、必要に応じて
行政機関等に繋ぎ、支援をしております。

社協だより制作サポート
ボランティア大募集

四條畷市社会福祉協議会
公式Twitterはじめます！！

QRコードを読み込んでみてね
フォローやいいねなどお待ちしております！！

　公式 SNSとしてTwitter（ツイッター）の運用をはじめます。
　各事業のお知らせ・取り組み・地域活動・ボランティア活動な
どの情報をどんどん発信していきます！
　社協だよりと本会ホームページもあわせてチェックお願いします。

アカウント名　四條畷市社会福祉協議会（@nawatesyakyo）
U　R　L　https://twitter.com/nawatesyakyo

一緒につくろう♪

取材、記事制作、レイアウト、校正など
あなたのセンス、特技で社協だよりを
一緒に盛り上げてくれる方を募集します。

写真やデザインが好き！
文章を書くのが好き！
何かのお役にたちたい！

あなたのチカラを活かし活動しませんか？
あなたの応募おまちしております。

地域のサロン活動に協力 高齢者世帯への訪問

民生委員のことをもっと知りたいと思った方は
ぜひ右の魅力発信ページをご覧ください。
もっと民生委員の魅力を知ることができますよ♪

大阪府民
児協連キャラクター
「大阪府版ミンジー」

民生委員をご存知ですか？ 民生委員の活動を一部紹介します！

コロナによる減収などで
生活費にお困りの方へ

生活困窮者自立相談支援事業のご案内

業務内容　障がい者の自宅を訪問して家事・介護などを行うホームヘ
ルプサービス及び障がい者の外出を支援するガイドヘル
プサービス

応募資格　①市内在住もしくは市外であっても自転車等で通える範
　囲で居住している人

　　　　　②介護福祉士又は、介護職員初任者研修（旧訪問介護員
　（２級）従業者養成研修）以上の修了者

　　　　　※視覚障がい者の支援は、大阪府指定の同行援護研修の 
　修了者に限る

時 間 給　１,２５０円から１,５１０円（内容による）
　　　　　※業務内容により処遇改善加算有
募集人数　若干名
受付期間　令和４年４月１８日（月）から定員に達するまで
　　　　　午前９時～午後５時（土曜・日曜・祝日を除く）
選考方法　書類選考及び面接
問合せ先　電話にて　（担当：橋本）

登録型ホームヘルパー・ガイドヘルパー募集

大阪府内の
民生委員・
児童委員の
魅力発信ページ

大阪府
社会福祉協議会
ホームページ

みん   せ い      い      いん

　新型コロナウイルス感染症の影響で、減収された
世帯などを対象にした新型コロナウイルス特例貸付
（緊急小口資金・総合支援資金）の申請受付期限が
令和4年6月30日まで延長されました。
　詳しくは、大阪府社会福祉協議会のホームページ
を見ていただくか本会（０７２－８７８－１２１０）までご連
絡ください。（延長期間は変更される場合があります）

「なわて生活サポート相談」では生活や仕事やお金の悩みに
ついてご相談を受け付けています。

電　話 072-877-2121　0743-71-0330
時　間 午前9時30分から午後4時30分まで
場　所 四條畷市役所　東別館1階（福祉政策課内）


