八尾市社会福祉協議会会報 No.139

2018.7.20 （年4回発行）

だれもが夢を持ち、
共に創る福祉のまちづくり

は
「やお社協だより」
リニューアルしました!!

手に取っていただ
市民の皆 様に一人でも多く
今年度より、
ーにリニューアルしまし
社協だより表裏を全面カラ
けるよう、
記事もどんどん
できるよう、
八尾の福祉の情報をお届け
た。
是非ご一読ください！
で、
パワーアップしていきますの

●次につながるしくみづくり。
生活支援相談センター

生活支援相談センターは、大阪しあわせネットワー
ク、社会福祉施設連絡会、八尾ロータリークラブと連
携 し、中 間 的 就 労 か ら 一 般 就 労 へ つ な げ る た め の
「ホップ・ステップ・ジャンプ事業 」に取り組みます。
➡ 中間的就労についてはP3へ!

●地区福祉委員会の支援
誰もが安心して暮らし続けるまちづくりのため
に、関係機関と連携しながら住民相互の助け合い
活動の充実を図ります。
➡ 地区福祉委員会活動についてはP4・5へ!

●権利擁護センター

権利擁護センターでは、
判断能力が十分でない方
の生活を支援します。

●ボランティアセンター

福祉ボランティアの拠点として、
ボランティア活
動や市民活動を支援します。
やおファミリーサポー
トセンター事業や、
移送サービスも行っています。
➡ ボランティアセンターについてはP6へ！

●生活支援コーディネーター配置事業
長池地区をモデル地区として、地域
住民による助け合い活動の場づくり
（体制整備事業）を進めます。

社会福祉協議会
主な事業の紹介

地
地 域 福 祉 計 画・
☆「 第 3 次 八 尾 市
事
」に 基 づ き 、各 種
域福祉活動計画
「地域
くとともに、
業を展開してい
に 向 け 、地 域 福 祉
共 生 社 会 」の 実 現
まいります。
の推進に努めて
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●
（仮称）
八尾市社会福祉協議会 こども園の整備
平成３１年４月開園にむけ
認定こども園の整備を進めて
まいります。

➡ 園名・職員募集についてはP8へ!

平成29年度

八尾市社会福祉協議会

事業及び決算報告

今年度も地域福祉を推進してまいりますので、

５月３1日の理事会で同意、６月２０日の評

ご支援よろしくお願いします。

議員会において承認されました「平成2９年度
の事業及び決算」についてご報告いたします。

実施事業

〔単位：千円〕

法人運営事業

56,931

地区福祉委員会に関する事業

59,049

地区福祉委員会活動推進事業

3,874

小地域ネットワーク活動推進事業

55,175

共同募金・歳末たすけあい配分事業

6,507（2.1％） 積立金取崩収入
収入
3,329（1.1％）
〔単位：千円・％〕
寄付金収入
1,821（0.6％）

府社協補助金 998
（0.3％）

10,068

善意銀行事業

4,546

地域貢献事業

404

団体助成・団体事務局事業

14,266

相談事業

36,670

心配ごと相談事業

総額
304,789
市受託金
98,521
（32.3％）

市補助金
153,050
（50.2％）

672

CSW配置事業

3,729

生活困窮者自立促進事業

26,095

資金貸付事業

6,174

生活支援体制の整備事業

7,889

権利擁護センターの事業

34,429

福祉サービス利用援助事業

19,798

法人後見事業

7,747

市民後見事業

610

地域包括支援センターブランチ事業

6,274

ボランティアセンターの事業

36,927

福祉有償運送事業（移送サービス）

2,417

ボランティア活動推進事業

16,552

ファミリーサポートセンター事業

17,958

福祉会館管理運営事業

36,723

認定こども園整備事業

5,896

合

その他収入

共同募金・歳末募金配分金
13,268（4.4％）
会費収入 8,783（2.9％）
府社協受託金
18,512（6.1％）

計

その他事業
12,839（4.2％）
福祉会館管理
運営事業
36,723
（12.1％）

支出

〔単位：千円・％〕

法人運営事業
56,931（18.8％）

ボランティア
センターの事業
36,927（12.2％）

権利擁護
センターの事業
34,429
（11.3％）

認定こども園
5,896（1.9％）

総額
303,798

相談事業
36,670
（12.1％）

地区福祉委員会
に関する事業
59,049
（19.4％）
共同募金・
歳末たすけあい
配分事業
10,068（3.3％）

団体助成・団体事務局事業
14,266（4.7％）
〔単位：千円〕

職員人件費
給与
法定福利費
退職給付引当金
事業費
その他
合 計

303,798

205,970
170,136
27,216
8,618
95,989
1,839
303,798

※総収入から総支出額を差し引いた 991 千円は次年度へ繰越します。

社会福祉協議会会員会費に
ご協力いただき、ありがとうございました！
平成29年度

住民の皆様方や各地区の自治振興委員、
民生委員児童委員、組織会員、企業、法人、団体等多くの方々のご理解・
ご協力いただき、
心からお礼申し上げます。
会費は、地域福祉を推進するために、活用させていただきました。

組織会員会費

住民賛助会員会費

特別賛助会員会費

法人賛助会員会費

社協の趣旨・目的に賛同した
団体等で社協の構成員です。

地域住民のみなさまに支え
ていただいております。

地域の企業や法人、団体に
支えていただいております。

地域の法人や団体に支えて
いただいております。

5,186,641円

2,466,664円

320,000円

810,000円

合

計

8,783,305円
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で 迷 路 か ら
ふっと抜け出

▲インタビューを
受けてくださった皆さん

― 受け入れをしてみての感想は？
（職員のみなさん）
担当した自分自身も変わっていっ
ている気がします。元気がなさそう
だったら声をかける、それが他の職
員のトーンに気付くきっかけにもな
りました。
中間的就労が終わったあと、その
後 も つ な が れ る。
「いつでもおい
でー」
、そんな関係になれました。

労 を や って
「中間的 就
」と思われ
みようかな
メッセージ
た方々への
ます！
をお願いし

中間的就労 がんばってます
ビスなどの福祉施設で、就労までの
準備期間として「中間的就労」の受
け入れをしていただいています。

したような、そ
んな感覚をも
つことがあり

八尾市では、老人ホームやデイサー

― 実際に受け入れをしてみて、いか
がでしたか？

ま し た。 新 た
な人生の道標になれたらいいな。

就労を経験し
ていただく中

（職員のみなさん）
「あたたかく受け入れてもらってい

― どんな仕事内容をしていただいて
いますか？
（職員のみなさん）
シーツ交換やお掃除、食事の配膳

るな」
。そんな気持ちをもってもらえ
るような、受け入れを心掛けていま
す。何かのお役に立てていたら、私
も嬉しいです。
中間的就労は、自分に自信をつけ
ていくステップかなと感じています。
傍で見ていて、明るくなったなとい
うのが一番の印象！
「これからどうしよう…」
、そんな
迷路に入りこんでいた方が、中間的

など、仕事内容はいろいろです。な
ぜかというと、その人にあわせてお
仕事メニューを作っているからです。
たとえば、得意なことや克服したい
こと、設定した目標に近づくために
はどんな仕事がいいかな…いろんな
ことを話し合いながら、一緒に、そ
の人だけのオリジナルのお仕事メ
ニューを作っています。人は一人ひ
とり違うので、だれ一人として、まっ
たく同じ内容のお仕事メニューでは
ないかな。
自分の目標とするところにふれて
いける、そんな受け入れを目指して
います。
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生活支援相談センター（八尾市役所本庁3階東側） 電話072-924-3761

お問合わせ先

仕 事 は 人を変える!
星
と一番
きらっ

中間的就労を受け入れていただいている福祉施設の職員のみなさんに、
「中間的就労ってなに？」をテーマに語り合っていただきました。

として、その方にあった個別の就労支援プログラムを一緒に考え、実際の職場で働く経験をしていただく就労の形です。
生活困窮者自立支援制度の「就労訓練事業（中間的就労）」と呼ばれる事業です。なにか一歩、ふみだしてみようかなと
思われた方。ご連絡をお待ちしております。

「中間的就労」とは… 働きたい！でも、いきなり働くのは不安、自信がない・・。そんな方に、働くまでの準備期間

～成法中学校区～
＜やお地域福祉かわら版＞（ブログ / 不定期）
あなたのご近所の活動が載ってるかも？
八尾市内の地域活動の情報をお届けします！

やお地域福祉かわら版

このコーナーでは、八尾市内の３２地区福祉委員会
を中学校区単位で紹介しています。
【①行事名、②対象者、③場所、④費用、⑤今後の予定】

八尾小校区第一地区福祉委員会、八尾第二地区福祉委員会、八尾第三地区福祉委員会

②ひとり暮らし老人の会会員
③東郷会館
④200円
⑤9/23・11/25・2/24

・見守り・声かけ訪問
・文化祭
・世代間交流

■ その他の活動

・見守り・声かけ訪問
・餅つき大会
・三世代交流ハイキング

■ その他の活動

①流し節正調河内音頭の夕べ
②八尾第二地区の方
③常光寺
④0円
⑤H30・8/7（雨天8/8）
①いきいきふれあい昼食会・
サロン会
②ひとり暮らし高齢者
③本六北会館
④0円
⑤ 9/23・10/28・11/25・
1/27・2/17・3/24

①ふれあい食事サービス・いきいきサロン
②いきいき会（一人暮らし老人の会会員・高齢クラブ会員）
③市立社会福祉会館
④0円
⑤8/18・9/29・12/15・1/19・3/16

八尾第三 地区福祉委員会

①食事会（小ざくらの会）

八尾第二 地区福祉委員会

⑤6/24・12/16

八尾小校区第一 地区福祉委員会

④100円

区域 光南町、栄町、清水町、本町１丁
目（一部）・２～４丁目

③東郷会館

区域 末 広 町 １ ～ ３ 丁 目（ 各 一 部 ）
、本
町 １ 丁 目（ 一 部 ）
・ ５ ～ ７ 丁 目、 東 本 町
１～３丁目（各一部）

②ひとり暮らし老人の会会員

区域 南本町１丁目、桜ケ丘１～２丁目・
３ ～ ４ 丁 目（ 各 一 部 ）、 東 本 町 １ ～ ３ 丁
目（各一部）・東本町４～５丁目

■ その他の活動

・見守り・声かけ訪問
・世代間交流
・健康ハイキング

①茶話会（小ざくらの会）

※その他、活動予定については回覧等でご確認ください。
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続・地区福祉委員会は今…③

～成法中学校区～

地区福祉委員会は、社協の福祉活動を実践する組織で、そこに住む「すべての住民が安心して暮らせ
るまちづくり」を推進するため、概ね小学校区をエリアとして地域の福祉ニーズを掘り起こし、住民自
らの知恵と力を出し合って活動を行う組織です。
安中地区福祉委員会

③安中小学校
④模擬店（50円～100円）
⑤Ｈ30・11/18

①ふれあい喫茶型サロン
②安中地区の方
③安中小学校区集会所
④100円
⑤8/17・10/19・12/21

!!

試し中
お
で
区
校
中学

成法

安中 地区福祉委員会

②安中地区の方

区域 明美町、安中町１～６丁目、陽光
園、渋川町３～７丁目

■ その他の活動

・ふれあい食事サービス
・防災訓練
・グラウンドゴルフ大会

①安中フェスタ

地域の有償サポート活動

昨年春より、3年間のモデル事業として成法中学校区に限定し、会員制でちょっとし

ワンコイン生活
サポート事業

た困りごと（見守りや話相手、掃除など）を有償で助け合う事業（ワンコイン生活
サポート事業）を開始しました♪この活動を通じて人と人とが出会い、新しい助け
合いの輪が広がっていくように社会福祉協議会がお手伝いさせていただきます。

ワンサポやおのしくみ図

サポーター募集
地域とのつながりに
ボランティアのきっかけに
友達づくりに

一緒に活動しませんか♪
平成30年度サポーター養成講座日程
日時・場所
内

容

対

象

成法中学校区とその近隣にお住まいの18歳以上の方

〆

切

開催日１週間前まで(各日程とも先着20名)

申込み・問合せ

5

・平成30年8月21日（火）
いずれも社会福祉会館
・平成30年9月 6日（木）
13時30分～約90分間です。
・平成30年9月25日（火）
助け合い体験ゲーム、事業説明、個人情報取り扱いについて

八尾市社会福祉協議会

地域福祉課

※3日間のうち、
どれか1日を
受講して下さい

頼みたい方も
社協まで

電話：０７２-９９１-１１６１

ボランティアセンターだより
＜事前説明会＞予約制
（火）
、
8月6日
（月）
、
日時：7月24日
9月 7日
（金）
13時30分～1時間程度

夏のボランティア体験プログラム
今年も八尾市内の福祉施設やボランティアグループ等にご
協力頂き、7月～9月の間ボランティア体験プログラムを開催
しています。このプログラムは、ボランティア活動のきっか
け作りとして、また地域の施設やボランティア活動をより身近に感じ、
知ってもらうための取り組みとして行っています。
ボランティアを始めたい方も新しいボランティア活動に挑戦したい方
も、ぜひこの機会にボランティア活動に参加してみてください。ボラン
ティア活動を通じて、新しい出会いと感性を広げてみませんか？
ボランティア体験プログラムに参加希望の方は、事前説明会にご参加ください。

ふれあいフェスタ

場所：サポートやお 2階 会議室
定員：各回15名
（先着順）
※事前説明会の日程が合わない方
は個別対応も行っておりますの
で、
お気軽にご相談ください。
協力施設・団体/29ヶ所
プログラム数/37プログラム

～みんなで楽しもう～

ボランティアグループによる活動発表や体験をボランティアさんと楽しもう！
お子様向けの体験講座もありますので、ぜひ皆さん直接会場までお越しください！

日時：8月25日
（土）10時～ 16時

場所：サポートやお2階

お試し講座のお知らせ
八尾市ボランティア連絡会に登録しているボランティアグループによるお試し講座を
開催します。お試し講座に参加して、新しい自分に出会ってみませんか？

①「びっくりカメラづくり
～脳トレ～」
日時：平成30年7月23日（月）
10時～11時30分

場所：八尾市立社会福祉会館
2階 集会室
内容：
「健寿会」のメンバーによる
頭と身体を動かして、楽し
みながら脳トレをします。
講師：健寿会
定員：15名 ※事前申込が必要です。

②「傾聴ってなぁに？」

日時：平成30年8月22日(水)
13時30分～15時
(受付は13時～)
場所：サポートやお
2階 多目的ホール
講師：八尾傾聴「えくぼ」
定員：20名（申込順）
申込受付：8月1日～

③「1日手話講座」

日時：平成30年8月31日（金）
19時～20時15分
場所：八尾市立社会福祉会館
2階 集会室
内容：これから手話を始めたい方、
手話に興 味がある方を対 象
に、
1日手話講座を開催します。
講師：手話サークル どんぐり
定員：15名（申込順）
申込み受付：8月1日～

座

日

内

容・講

師
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【公開講座】
「良い聴き手となるために～傾聴の意味と意義～」
1 9月21日（金）
講師 NPO法人 ホールファミリーケア協会
13時00分～15時00分
理事長 鈴木 絹英 氏

21

2

10月１日（月）
「ボランティア活動のすすめ」
13時30分～15時30分 講師 大阪教育大学 教授 新崎

3

10月5日（金）
「傾聴の技法～傾聴するにはどうしたらいい～」
13時30分～15時30分 講師 吹田傾聴「ほほえみ」 代表 長谷川 美津代

4

10月10日（水）
「高齢者の方と実際に」
13時30分～15時30分 講師 吹田傾聴「ほほえみ」 代表

長谷川

美津代

氏

5

10月25日（木）
「色々な事例でロールプレイ」
13時30分～15時30分 講師 吹田傾聴「ほほえみ」 代表

長谷川

美津代

氏

国広

30

9

氏

3

氏

30

ボランティア体験プログラム・お試し講座・傾聴ボランティアに関する講座の申込・問合先
ボランティアセンター 〒581-0018 八尾市青山町4－4－18
八尾市在宅福祉サービスネットワークセンター（サポートやお）内
電話：072-925-1045 ファックス：072-925-1161

9

14

2

5

傾聴は、相手の気持ちを受け止めながら話を聴き、心
に寄り添うコミュニケーションです。傾聴の知識と技術
を学んで、ボランティアを始めてみませんか？

講

●傾聴ボランティア講座（全 回）
●場所：サポートやお
階 多目的ホール
●定員： 名（申込み多数の場合は、抽選）
●申込受付期間： 月 日～ 月 日
● 月 日の講座のみ公開講座とします。
●公開講座のみの申込みは先着 名。

傾聴ボランティアの講座開催のお知らせ
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《市内献血スケジュール》

《献血実績報告》

市政だよりでも、最新情報をお届けしますので
ご確認をおねがいします。
実施日
8月 4日(土)

開催場所（主催・協力団体）
近鉄八尾駅前
（八尾市女性団体連合会）

月

受付 採血人数（人）
人数 200ml 400ml

回数

1月 14回

八尾市女性団体連合会
584
507
5人
美 園 地 区 福 祉 委 員 会、
人
人
他

2月

9回

388
325 八尾市女性団体連合会、
4人
人
人 他

3月

6回

八尾市女性団体連合会
330
279
8人
八尾中央ライオンズク
人
人
ラブ、他

8月13日(月) 八尾市役所本館前
（定期開催）
近鉄八尾駅前
9月 1日(土)
（女性団体連合会）
近鉄八尾駅前
9月 8日(土)
（八尾中央ライオンズクラブ）
9月 9日(日)

久宝寺緑地公園
（八尾菊花ライオンズクラブ）

4月 12回

467
人

12
人

八尾市女性団体連合会
北山本地区・高砂地区
392
福祉委員会
人
八尾菊花ライオンズク
ラブ、他

※献血にご協力いただきありがとうございました。

久宝寺小学校
9月16日(日)
（久宝寺地区福祉委員会）
※開催場所の下段の
（

主催・協力団体

命のリレー通信

）
は主催又は協力団体です。

Vol.34

「愛の血液助け合い運動」

※受付時間は、10:00 ～ 12:00、
13:00 ～ 16:30、
※9月9日（日）の久宝寺緑地公園は10:00 ～ 12:00、

７月1日から31日までの１ヵ月間、
「愛の血液

13:00 ～ 16:00。9月16日（日）の久宝寺小学校

助け合い運動」
が全国で実施されます。夏季期間

は10:00 ～ 15:00です。

中はお盆休みや猛暑により、学校や企業をはじ

※日程、時間は変更になる可能性もありますので予

めとしてみなさまからの献血のご協力が得にく

めご了承下さい。

い季節です。
献血された血液は長期保存ができないため、年
間を通じて安定的に確保すること
が必要です。みなさまの定期的・継
続的な献血にご理解とご協力をよ
ろしくお願いいたします。

けんけつ

善意銀行（平成30年2月〜平成30年5月）
合計

257,000円

ご協力ありがとうございました。
＊寄付された個人及び法人は、確定申告によって税控除があります。
（敬称略･順不同）

○一般寄付・福祉全般（小計140,000円）

○その他

八尾市女性団体連合会………………… 140,000円
○指定寄付（小計117,000円）

八尾市女性団体連合会…………… カーペット等
大阪中河内農業協同組合

南高安支部

並川 久男（春日町）

………………………… ルフレ八尾へ

…………… 運転ボランティアグループへ 5,000円

大阪中河内農業協同組合

グレース宣教会…… ひ ば り 作 業 所 へ 100,000円

………………………… ルフレ八尾へ

匿名１件………ファミリーサポート事業へ 2,000円

大阪中河内農業協同組合

匿名１件 …… ワンコイン生活サポート事業へ 10,000円

……………… ケアハウスやまなみへ

南高安支部
曙川支部

たけのこ
成年部
若ごぼう

成年部
若ごぼう

八尾菊花ライオンズクラブ………………………
八尾市社会福祉協議会へパーティションホワイトボード
匿名…………… テレフォンカード５枚、お米券
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■広告募集中です。１枠１回３万円

次回申込み締切日８月１日

詳細はホームページにて。

やお社協だより
◆発行人／⻆田 禮子 ◆発行所／社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会 ◆八尾市社会福祉協議会会報 ◆年４回発行
◆〒５８１ ―０００３ 八尾市本町二丁目４番 号 八尾市立社会福祉会館内 ☎０７２
（９９１）
１１６１
０７２
（９２４）
０９７４
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FAX

募 集

社会福祉協議会
職員募集について
保育教諭
募集

１．
採用年度 平成31年４月１日
２．
採用職種・人数等
保育教諭 ９名程度
（仮称）
八尾市社会福祉協議会 こども園
配属予定
【受験資格】下記の要件をすべて満たす人
・昭和59年４月２日以降に生まれた人
・保育士資格及び幼稚園教諭普通免許状を
有する人または平成31年３月31日までに
資格等の取得見込みの人
３．
採用試験日（２日間）
第１日目 適正試験及び実技
平成30年９月17日
（祝）
第２日目 面接試験
〔集団面接又は個人面接〕
平成30年９月24日
（振替休日）
４．
申し込み期間
平成30年７月20日〜平成30年９月６日

▲こども園

（仮称）八尾市社会福祉
協議会 こども園
名称
募集

八尾市社会福祉協議会が
平成 31 年 4 月に開園する
「幼保連携型認定こども園」
の園名を募集します！

●園の概要… 0 〜 5歳までの就学前児童が通う
定員160人の公私連携幼保連携型認定こども
園です。
また、
子育て支援事業なども実施予定。
●理念・子供の人権や主体性を尊重し、
心豊かに
たくましく生きる力の基礎を育みます。
・地域に根ざした子育てをめざします。
●開設場所…八尾市植松町５丁目８番
（旧八尾市立龍華コミュニティセンター用地）
平成31年４月1日開園予定
（０〜 5歳児 定員160名）
●応募資格…八尾市在住・在勤・在学の人
●応募方法…以下の①〜⑦を記載した用紙を、
郵送または持参、メールでご応募ください。
①こども園名 ②その理由 ③氏名 ④住所 ⑤
年齢 ⑥電話番号 ⑦通勤・通学先名とその所
在地（市外から八尾市内に通勤・通学されて
いる方のみ）
●応募期間…平成30年８月１日
（水）
〜平成30年
９月28日
（金） 午後5時まで（必着）
●選考…八尾市社会福祉協議会内で選考いたし
ます。決定した園名の著作権等は「社会福祉法
人八尾市社会福祉協議会」に帰属します。
●結果発表…八尾市社会福祉協議会ホームペー
ジ等で発表します。
●賞品等…最優秀賞
（採用名称）
１名、
優秀賞
（若
干名）
には、
賞状と副賞を贈呈。
なお、
同一名称
多数の場合には、
抽選にて受賞者を決定。

完成イメージ図

● 申込み・応募・問い合わせ先 ●
〒581-0003 八尾市本町2-4-1０ 社会福祉法人八尾市社会福祉協議会
☎072-991-1161 メール：yaosyakyo@forest.ocn.ne.jp

総務課

八尾市社会福祉協議会ホームページにて、
詳細を掲載しております！

平成
30年度

八尾市老人福祉センター
同好会後期会員募集!!

【対 象 者】 市内在住・60才以上の方
【申込方法】 官製はがきを持って、
当センターまで来館ください。
【申込締切】 平成30年８月31日
（金）
詳細は、
老人福祉センター
（福祉会館３階） 電話９２４-８６５８までお問い合わせください！

医療法人
[歯科][小児歯科]

小さなお子様から
お年寄りの方まで

松下歯科

患者様ひとりひとりに合わせた治療計画をたて、
ご納得のうえで治療をいたします。治療内容や
歯に関することはお気軽にご相談ください。

◆訪問歯科診療
◆当歯科医院と自宅との送迎あり

夜8時 診療

◆口腔機能低下に関するリハビリ

休診日：日曜、祝日【急患随時】

（第2種免許取得者の運転有り）

まで

月曜〜土曜

電話予約 TEL.072-941-9164
当日可 大阪府八尾市恩智中町1丁目12-2
アクセス/最寄駅：近鉄大阪線「恩智」駅下車徒歩3分

駐車場有

明星ビル2F

次号は9月下旬の発行予定です。
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