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■ごみの減量とリサイクル推進のため再生紙を使っています。
■「四條畷市社協だより」は共同募金配分金が活用されています。

https://www.shi jonawate-syakyo.net
四條畷市社会福祉協議会

No.

99
しじょうなわてし

本会のマスコットキャラクター大募集！！➡P3へ
大阪府福祉基金事業を活用してイベントを実施します ➡P5へ
10月1日より赤い羽根共同募金運動が始まります ➡P6へ

急募！！ 要介護認定調査員 ➡P8へ

社 協 だより
HP QRコード 公式ツイッター



しじょうなわてし社協だより No.992

○四條畷市社会福祉協議会では、「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、様々な事業に取り組みました。

1億3506万6454円 （前年度比＋267万2558円）

＜地域の課題に対応した健全な事業の実施・生活困窮者自立相談支援事業等相談支援体制の充実＞
・失業や収入減の方への特例貸付の受付や相談支援を行いました。
（コロナ特例貸付　相談者数1,574件、生活困窮者自立相談支援　新規申請件数351件）
・新規事業として、生活困窮者に対し家計の見直しを一緒に行う「家計改善支援事業」を受託し、7月から実施しまし
た。（新規相談者26件、支援回数74回）

＜新型コロナウイルス感染症に対応した新たな地域福祉推進の方策の整備＞
・大阪府福祉基金を活用し、外出自粛中の高齢者の体力低下の防止、地域の助け合い、支え合い活動の発展、将来の
担い手となる若い世代への福祉教育の充実等を目的に、「足力UP！歩行手帳の配布」（お遍路踏破参加人数98人）、「認
知症マフ講習会＆配布」（配布数140枚）、「オンライン会議用周辺機器貸出し事業」（貸出件数6件）、「なわてこども未
来新聞講座開催と発行」（配布数4,096枚）などを行いました。

＜地域のニーズを把握し、対応できる人材の育成・地域に信頼される法人経営・業務の効率化＞
・四條畷市から田原地域における買い物支援実証実験を受託し、買い物困難者のニーズの把握と課題の整理を行いました。
・TOC研修等を実施し、業務改善を行いました。
・魅力発信チームを設置し、効果的な広報方法の検討を行い、社協だよりの全面リニューアル、ツイッターによる魅力
発信の準備を行いました。

令和３年度事業報告

重点的な取り組み結果

令和３年度 収入決算

会費収入
4,172,021円（3.1％）

寄附金収入
1,154,147円（0.9％）

経常経費補助金収入
40,987,841円（30.3％）

受託金収入
60,011,300円（44.4％）

事業収入
1,030,900円（0.8％）

障害福祉サービス等
事業収入

27,014,326円（20.0％）

その他の収入
648,304円（0.5％）

受取利息配当金収入
47,615円（0.0％）

収入
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事業活動収支、財産目録、賃借対照表はこちらのQRコードからご覧ください
本会事務所でもご覧いただけます

1億2725万5384円 （前年度比＋283万7378円）

　多くの方に本協議会を知っていただき、身近で親しみやすい存在でありたいという思いから、一緒にPR活動を行
うマスコットキャラクターを募集します。
　詳しくは、ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。皆様のご応募をお待ちしています！
テ ー マ：「四條畷市社会福祉協議会」、「福祉」、「支え合い」、「幸せ」、「思いやり」などをイメージさせる地域の

皆様から愛され、親しみやすいキャラクター
応募資格：どなたでも
応募期間：令和4年9月15日～ 10月31日（郵送の場合は必着）
賞　　品：最優秀賞1作品　入賞キャラクターデザインタオル
　　　　　優秀賞2作品　入賞キャラクターオリジナルクリアファイル
応募方法：指定の応募用紙に必要事項を記入し、郵送・持参・Eメールのいずれかの方法でご提出ください。応募

用紙は、事務局での配布の他、ホームページからもダウンロードできます。
提 出 先：〒575-0043  四條畷市北出町3番1号  四條畷市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　 （四條畷市立市民活動センター内）
　　　　　電　話：072－878-1210
　　　　　メール：info@shijonawate-syakyo.net
　　　　　ホームページ：www.shijonawate-syakyo.net

令和３年度 支出決算

法人運営事業
32,791,983円（25.8％）

助成事業 258,400円（0.2％）

生活困窮者家計改善支援事業 1,402,783円（1.1％）
特定相談支援事業 262,408円（0.2％）

障害児相談支援事業 253,111円（0.2％）

献血推進事業 781,426円（0.6％）

福祉移送サービス事業
170,405円（0.1％）

要介護認定調査事業
9,698,840円（7.6％）

コミュニティソーシャルワーカー
配置事業

9,394,436円（7.4％）

高齢者地域支え合い事業
300,688円（0.2％）

生活困窮者自立相談支援事業
9,713,470円（7.6％）

生活支援コーディネーター配置事業
2,636,931円（2.1％）

生活困窮者就労準備支援事業
3,549,348円（2.8％）

ボランティア活動推進事業
397,840円（0.3％）

小地域ネットワーク活動推進事業
8,644,383円（6.8％）

在宅福祉推進事業
451,536円（0.4％）

福祉団体事務局業務受託事業
5,955,666円（4.7％）

共同募金配分金事業 3,874,341円（3.0％）

ホームヘルプサービス事業 23,434,974円（18.4％）
福祉サービス利用援助事業

4,859,259円（3.8％）

資金貸付事業
8,423,156円（6.6％）

支出

社会福祉協議会マスコットキャラクター大募集

募集要項
QRコード
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・株式会社藤井工業・大東フレンドフォーラム 明るい社会づくり運動  16,000円
・石田　宏 ……………………………………………………10,000円
・匿名希望………………………………………………………5,000円
・匿名希望………………………………………………………5,000円

・シルバーカー１台 ………………………匿名
・各種食料品  ……大阪信用金庫四条畷支店

令和４年３月２１日から令和４年８月２０日まで受付分（敬称略）

令和４年３月２１日から令和４年８月２０日まで受付分（敬称略）

フードドライブで集まった食品をご提供いただきました。

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ます。

寄付者ご芳名 （受付順） 各種物品を寄贈していただきました。

□１０，０００円（２口） （順不同・敬称略）□５，０００円（１口）

四條畷市
四條畷市地区会長協議会

四條畷市民生委員
児童委員協議会

四條畷市商工会
四條畷市老人クラブ連合会

四條畷市ボランティア連絡会

四條畷市婦人会連絡協議会

四條畷市遺族会

四條畷市身体障害者福祉会

四條畷市母子寡婦福祉会

一般社団法人
四條畷青年会議所

大東・四條畷地区保護司会
滝木間地区福祉委員会
畑中地区福祉委員会

上田原地区福祉委員会
下田原地区福祉委員会

緑風台地区福祉委員会

田原台・さつきヶ丘地区福祉委員会
社会福祉法人 るうてるホーム

社会福祉法人 大阪府社会福祉事業団
特別養護老人ホーム四條畷荘

社会福祉法人 幸友会
特別養護老人ホーム 田原荘

社会福祉法人 四条畷福祉会
なわて更生園

社会福祉法人 北出福祉会
四條畷すみれ保育園

社会福祉法人 清松会
畷アサヒヶ丘保育園

社会福祉法人 ふみわ福祉会
畷すずらん保育園

有限会社 畷ケアサービス
高齢者地域サポートセンター ふるさと
社会福祉法人 楠福祉会

川崎地区福祉委員会

塚米地区福祉委員会
楠公地区福祉委員会
雁屋地区福祉委員会

江瀬美地区福祉委員会

二丁通地区福祉委員会

北出地区福祉委員会

蔀屋地区福祉委員会

中野本町・
西中野地区福祉委員会

東中野地区福祉委員会
中野新町地区福祉委員会
美田町地区福祉委員会
清滝地区福祉委員会
府営清滝地区福祉委員会
岡山地区福祉委員会
砂地区福祉委員会

四條畷市こころを病む人の家族会
ぼちぼちの会

四條畷市人権協会
社会福祉法人 山麓会
社会福祉法人 なわて会

四條畷心の病を持つ人を支える
市民の会 スクラム

社会福祉法人 たんぽぽ福祉会
畷たんぽぽ保育園

社会福祉法人 盛幸会 忍ヶ丘愛育園

社会福祉法人 京慈会
忍ヶ丘いるかこども園

社会福祉法人 恵由福祉会
田原台ひまわりこども園

社会福祉法人 ハニコウム
医療法人 和幸会
淺井 茂
三ツ川 敏雄

令和４年度 組織構成会員への加入ありがとうございました！！

令和３年度 特別賛助会員へのご協力ありがとうございました！！

田 原 台

楠 　 公

雁 　 屋

二 丁 通

川 　 崎

滝 木 間

畑 　 中

楠 　 公

雁 　 屋

北 　 出

二 丁 通

蔀 　 屋

清 　 滝

江 瀬 美

美 　 田

岡 　 山

中野本町・西中野

鈴木 信之

川本産業株式会社

武田 誠二・石原 欽子

㈱シー・ブイ・エス西川

三ツ川 敏雄

田中 太一郎・田中 敬之助

山添 公夫・佐藤 康雄・橋本 昇治・前川 明弘・乾卯栄養化学株式会社

大川創業株式会社・西村クリニック・なんこうシャル商人会・株式会社喜久屋酒店
医療法人 河野医院・服部電気株式会社・スーパーマーケットラッキー四条畷店

川本 房子・猿屋 勝利

株式会社昇栄建設 淺井 康義・淺井 博幸

きくち食品株式会社・有限会社 猿屋工務店・川西 勝久・西川 藤喜一・川本 憲秀・有限会社 川本ホーム

匿名1社・匿名1名・オイゴ工業株式会社・国技館寿司・有限会社 奥田商事

熱田 勝彦・匿名２名

株式会社 ジャパン唐和

堀内 勇

株式会社 日本介護医療センター

匿名1名
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　四條畷市老人クラブ連合会とは、四條畷市内の地域（自治会ごとに結成されている）の老人クラブが集まった連合
会です。府内各市町村の老人クラブ連合会が集まった団体は「大阪府老人クラブ連合会」と呼びます。みんなで集ま
ることで、色々な情報を交換し合ったり、大きな大会などを行うことができます。
　会員へは、おおむね60歳以上の方が、地域の老人クラブへご加入できます。
　元気な間にご加入いただき、色々なイベントに参加したり協
力したりすることで、ご自身がお住いの地域に仲間や顔見知り
をたくさん作り、つながりを広げてもらうことが大きな目的で
す。みんなで楽しいことを考え実行したり、地域に奉仕したり
することで、地域に根付いた長寿社会を目指します。

地域に仲間を作って、楽しいシニアライフを！
まずは市老連事務局までご連絡ください！ （事務局072-878-1210（担当：小寺））

四條畷市老人クラブ連合会  会員募集

※年会費など地域により変わりますが1,000円～ 1,500円ほどです。
※老人クラブが無い地域での、新しい老人クラブの結成加入も募集しております。

各地域の老人クラブでは、いつでも会員を募集しています！

市老連加入の
老人クラブが
ある地域

滝 木 間 塚　　米 楠　　公 雁　　屋 二 丁 通

蔀　　屋 中野本町・西中野 中野新町 東 中 野

清　　滝 岡　　山 美　　田 緑 風 台 田 原 台

夏 休 み 特 別 企 画 緊 急 告 知！！
「やってみよう！ふれあい体験」

で福祉を学びました
　8月19日（金）四條畷市市民総合センター展示
ホールにて市内の小学生14名が参加し、自助具や
点字などの他、認知症の世界をVR体験して、福祉
に関する学びを深めました。
　今後も福祉教育の充実を図り、四條畷を「福祉
のまち」「支え合いのまち」「助け合いのまち」に
していきたいと思います。

なわてわくわく　　　　　ウォーキング
～家族と仲間と新しいなわてを発見しよう！～

　貸し出しするスマホのGPS機能を使って、家族
やグループでクイズを解きながら市内各所をウォー
キング。あなたのチャレンジお待ちしています！景
品もご用意しています。
　詳しいことは回覧板のチラシもしくはホームペー
ジをご覧ください。

11月5日(土)10時
四條畷市立市民活動センター（社会福祉協議会）
受付前集合

探検
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　10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金がスタートします。
皆様からの募金は、大阪府共同募金会に全額送り、翌年度に府内の福祉施設や
ボランティア団体・社会福祉協議会などに配分されます。

四條畷地区募金会事務局072-878-1210（担当：中村）

四條畷を
よくする
しくみ　

社協への配分金
2,907,788円

地区福祉委員会による地域福祉活動へ  ……………………………700,000円
福祉移送サービス事業へ……245,000円 福祉団体助成に ……467,000円
ボランティア活動支援に ……464,000円 広報・啓発活動へ……635,000円
訪問福祉理美容事業に ………25,000円 災害時の備品整備に…76,788円
高齢者給食サービス事業へ…295,000円

●お住まいの自治会や地区福祉員会などで

●募金箱へ
　市役所（福祉政策課）、田原支所
　四條畷図書館、田原図書館
　市民総合センター受付、教育文化センター
　市内のスーパーに設置させていただきます。

●街頭募金で
　11月1日（火）10時～ 楠公商店街内・JR忍ケ丘駅
　※天候等により中止になる場合があります。
　　くわしくはお問い合わせください。

●バッジ・図書カードを購入（※）
　バッジは１個５００円、カードは
　１枚１，０００円で購入できます。
　※本会、市役所、田原支所、
　岡山自治会館、雁屋公民館で
　ご購入いただけます。

●ＱＲコードを利用して

本
会
事
務
所
に
て
期
間
中
3
0
0
円
以
上
募
金

い
た
だ
い
た
方
に
、ノ
ベ
ル
テ
ィ
と
し
て
ク
リ
ア

フ
ァ
イ
ル
を
お
渡
し
し
ま
す（
数
量
限
定
）

募金箱を設置協力い
ただける店舗も大募
集中です！
店頭に募金箱を置い
ていただけませんか？

ご協力をお願いします！

「支え合うココロ、未来へ。」
初音ミク コラボグッズ

運動期間

募金の使い道 （令和３年度）

地域での募金のご協力方法について

10月1日～12月31日
（12月は歳末たすけあい運動）
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　地域が抱える生活課題を解決するためには、住民・地域団体・社会福祉協議会及び行政などが相互に協力し、
災害時に関わらず、「自助」・「近助」・「共助」・「公助」に基づく地域福祉の推進を通じて、地域がともに支
え合うことができる「地域共生社会」の実現が必要です。
　社会福祉協議会では、だれもが住み慣れた地域で、安心して暮らしていくために、地域住民が相互に支え
合い、住民自らが福祉に関わっていける地域福祉の実現に向けて取り組んできました。
　「地域」を主体とした福祉活動を推進していくため、ボランティアや地域住民の方々の参加とご協力を得て、
様々な福祉事業を行っていますが、これらの福祉事業を継続・拡充していくため、皆様が社協の賛助会員と
なって納めていただく「賛助会員会費」が貴重な財源となっています。
　地域福祉のサポーターとして賛助会員加入へのご理解とご協力をお願いいたします。
　なお、加入手続きは、自治会や地区福祉委員会を通じて、または本会事務局へ直接ご連絡ください。

賛助会員募集中
ご協力をお願いします！

あなたの会費が地域福祉を支えます。

※賛助会員に入会された方の住所、名前、会費等の社会福祉協議会が取得した個人情報は、
　厳重に管理し、他の事業や目的のための使用や本人の同意なく第三者への提供はいたしません。

募集強化期間

令和４年８月１日～９月３０日
受付は令和５年２月２８日まで

賛助会員会費（年額）

特別賛助会員（１口）  5,000円以上

一般賛助会員（１口）  1,000円以上

住 民 会 員（１口）  　300円以上

　田原地域を対象として、地域のつながりづくりと、安心して地域で買い物の手段を選択して暮らしていける仕組みづくり
を目的として実施します。この事業は四條畷市から委託を受けて、本会が実証実験を行います。下記の内容で取り組みます。

田原地域における買い物実証実験を開始します！

①ＩＣＴを活用した買い物支援
②コミュニティバス等を活用したバスツアーの実施
③ネットスーパーの利用促進
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献血のお知らせ

ふれあい元気クラブ・えんじょい
講座のご案内

　「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。
　血液は、今のところ人工的につくることができません。「献血」
によって健康な人から分けてもらった血液は、けがや手術で大切
な血液がたくさん失われてしまった患者さんに輸血され、命を救
うことができます。

美味しく食べられることは、毎日の楽しみであり生活の基本と
なります。いつまでも美味しく食べ笑顔で過ごすために知って
おきたいことを専門医の視点でアドバイスしていただきます。

業務内容　四條畷市内の障がい者の自宅を訪問し、家事・介護などを行うホーム
ヘルプサービスおよび外出時において、支援の必要な障がい者の移
動に関する支援を行うガイドヘルプサ－ビス

応募資格　①四條畷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
募集人員　若干名
募集方法　問い合わせ先まで応募（次のものを持参）
　　　　　①市販の履歴書（写真添付）
　　　　　②介護福祉士等業務に必要な資格証明書の写し
受付期間　定員に達するまで
選考方法　書類選考および面接
問い合わせ　電話にて（午前９時～午後５時 土曜・日曜・祝日を除く）（担当：橋本）

登録型ホームヘルパー・ガイドヘルパー募集
業務内容　四條畷市内および近隣市域において、申請者と電話で日程調整を

し、指定の場所での訪問調査を行った後、調査票を作成
応募資格　下記①②の要件を満たす人
　　　　　①都道府県または市町村が実施する認定調査員研修を受講した人
　　　　　②大阪府において、介護支援専門員として登録されている人
時 間 給　1,455円
募集人員　若干名
募集方法　電話で受付後、指定する日までに履歴書を
　　　　　持参または郵送
受付期間　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　書類選考および面接
問い合わせ　電話にて（午前９時～午後５時 土曜・日曜・祝日を除く）（担当：石原）

急募！ 要介護認定調査員

日　　時　11/10（木）午後1時00分～4時15分
場　　所　社会福祉協議会　会議室
受 講 料　無料
定　　員　24名（先着順）
内　　容　午後1時00分～2時00分
　　　　　・災害への備え（大雨・土砂災害）
　　　　　 講師　日本赤十字社大阪府支部　指導員
　　　　　 午後2時10分～4時10分
　　　　　・防災お片づけ術と役立つポリ袋調理法
　　　　　 講師　日本ライフオーガナイザー協会　田宮　絵理さん
申込方法　社会福祉協議会事務所来所または電話（072-878-1210）で受付

防災×お片づけ講座のご案内

９月２７日（火）
１０月１５日（土）
１０月２３日（日）
１０月２９日（土）
１２月  ４日（日）
１２月１７日（土）
１月１４日（土）

10：00 ～ 16：30
10：30 ～ 16：30
10：00 ～ 15：00
10：30 ～ 16：３0
10：30 ～ 16：00
10：30 ～ 16：30
10：30 ～ 16：30

市役所 駐車場
イオンモール四條畷店
市民体育館
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

令和4年8月25日現在
〈令和4年9月～令和5年1月までの四條畷市での献血バス配車予定〉

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。

届けよう あなたの気持ち 誰かの明日へ

「いつまでもおいしく食べられるために」
～歯医者との上手な付き合い方～

もしもに備える防災知識を学ぼう！
役立つポリ袋を使った調理法教えます！

ボランティア体験プログラムのご案内
心と心でつながり喜びがある♡
できる時にできることを体験しよう！

日　　時　１０/２１（金）午後１時３０分～３時００分
場　　所　えんじょい（市民活動センター内）
受 講 料　無料
定　　員　３０名
講　　師　上原歯科医院　上原　裕之氏
申込方法　社会福祉協議会事務所来所または
　　　　　電話（072-878-1210）で受付

電話  072-877-2121  ０７４３-７１-０３３０
時間  午前9時30分～午後4時30分
場所  四條畷市役所  東別館１階

※コロナウイルス感染症などにより、急遽予定が変更することがあります。

（第58回献血運動推進全国大会「標語」募集 最優秀賞）

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  
お問合せ：四條畷市献血推進協議会 事務局 072-878-1210（担当：小寺）

体験したいメニュー・気になるメニュー
詳細は本会ホームページまたは、電話
（072-878-1210）にてお問い合わせ
ください。

なわて生活サポート相談のご案内

あなたの抱えている不安や
心配をご相談ください

生活のこと 仕事のこと

お金のことなど

生活困窮者
自立相談支援事業

生活困窮者
就労準備支援事業

生活困窮者
家計改善支援事業

  ９/２８（水）市民活動センター草むしり
10/29（土）なわて子ども食堂
　　　　　ハロウィンイベント
11/  5（土）なわてわくわく探検ウォーキング
　　　　　～家族と仲間と新しいなわてを発見しよう！～


