お問い合わせ（予約制・無料）

権利擁護センター
TEL 072－924-0957
FAX 072－924-0974

▲個別相談会のようす

「認知症になっても 障がいがあっても
自分らしく暮らしたい」

八尾市立社会福祉会館２階

所

（

お金のやりくりが
一人では難しい。
市役所や銀行の
手続きを一部
手伝って欲しい。

あなたの暮らしと大切な財産を守るお手伝い

4月 9日
（金） 5月14日
（金）
6月11日
（金） 7月 9日（金）
いずれも ①午後１時30分～
予約制
②午後２時30分～

場

時

日

しまったか
忘れてしまう。
障がいのある
子どものことが
心配。

権利擁護センター（愛称：ほっとネット）
では、認知症や知的障がい・精神障がいなど
により判断能力の不十分な方の福祉サービス
利用援助や金銭管理サービスを行う「日常生
活自立支援事業」を実施しています。

また、弁護士会・司法書士会・社会福祉士
会の協力のもと、「成年後見制度の個別相談
会」も実施しています。
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成年後見制度の中核的な機関として

個別相談会の日程

判断能力が十分でなくても、本人の権利と財産を守るため、安心して
暮らしていけるような仕組みを作っていきます。
その中で、成年後見制度の利用促進を進めるとともに、広報・啓発活動
や相談事業の充実、市民後見人活動支援などを各関係機関・団体と連携し
ながら取り組んでまいります。

▲市民後見人活動

No.150 2021.3.20（年4回発行）
八尾市社会福祉協議会広報誌

だれもが夢を持ち、
共に創る福祉のまちづくり

このようなお困りごとは
ありませんか？ どこに財布を

赤い羽根共同募金 に
ご協力ありがとうございました！
令和２年度

赤い羽根共同募金

募金総額

実施期間10/1 ～ 12/31
（3か月間）
、
約70％が市内の地域福
祉活動へ、
約30％は府内全体の福祉活動へ役立てられます。

府直送・その他

学校募金

291,940円

234,584円

職域募金

フエキ君募金

296,688円

450,581円
街頭募金

（前年度実績

9,615,101円）

戸別募金…自治振興委員会の皆様のご協
力により実施している募金です。

法人募金…法人・事業所様にご依頼してい
る募金です。
※２万円以上寄付企業：
八尾徳洲会総合病院・㈲梅村硝子・細田工
業㈱・ホシデン㈱・帝国チャック㈱・とみた歯
科医院・富士電子工業㈱

街頭募金（バッジ募金含む）…駅前やア

365,160円
（バッジ募金含む）

リオ八尾で実施しました。

募金総額

職域募金…お店や施設等に募金箱を設置
していただきました。

9,074,960円

法人募金

9,074,960円

1,006,977円

学校募金…小・中・高・義務教育学校で集
めていただきました募金です。
戸別募金

府直送・その他 …大阪府共同募金会等
へ直接寄付いただきました募金です。

6,429,030円

フエキ君募金…不易糊工業㈱様のご協力
で取り組んでいる八尾市オリジナル募金です。

●協力していただいた八尾市内の中学校

▲南高安中学校

▲曙川中学校

歳末たすけあい募金
実施期間12/1～12/31（1か月間）、
すべて、市内の地域福祉活動へ役立て
られます。

戸別募金…自治振興委員会の皆様
のご協力により実施している募金です。
その他…個人や団体からご協力いた
だいている募金です。
※２万円以上寄付企業：
大阪東部ヤクルト販売㈱

▲成法中学校

募金総額 6,414,908円
（前年度実績 6,890,576円）

その他

50,512円

戸別募金

6,364,396円
▲大阪東部ヤクルト販売㈱様
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八尾市社会福祉協議会 組織会員 新規加入団体
をご紹介します。
八尾市社会福祉協議会は多様な福祉関係団体から構成されています。今回新たに以下の８団体
に加入いただきました。各団体の主な活動をご紹介します。

合同会社TAN
ピアワークステーション クロノス
八尾市天王寺屋１丁目50番B号
TEL 072-911-0024 FAX 072-911-0024
地域の
みなさま
への
メッセージ

コロナでのピンチを事業所の成長に
変えて邁進して行きたいと思ってい
ます。スタッフやメンバーの笑顔に
はとても感謝しております。どうか
皆様もご自愛ください。

社会福祉法人

愛光会

八尾市服部川3-74-2
TEL 072-940-5100 FAX 072-941-2940
地域の
みなさま
への
メッセージ

服部川にある社会福祉法人 愛光会で
す。障がい者福祉事業全般（入所・
ショートステイ・デイサービス・ガ
イドヘルパー等）を運営しています。
よろしくお願いします。

株式会社 Arent
りぼんケアサービス

株式会社アドバンス
八尾市東本町3-9-19リバティ八尾511号室
TEL 072-928-0088 FAX 072-929-9000
地域の
みなさま
への
メッセージ

障がいのある方が通う作業所です。
A型とB型があります。軽作業やパソ
コン作業、イラストやグッズ・Tシャ
ツ制作等、様々な仕事があります。

NPO法人ありんこ
生活介護事業所 まんぼう
大阪府大阪市中央区法円坂1-1-35 パル法円坂４F
TEL 06-6948-5658 FAX 06-6948-5658
地域の
みなさま
への
メッセージ

いつまでも皆元気に楽しく学ぼう、共
に歩もう！をモットーに日々、軽作
業や、創作活動に取り組んでいます。
近々、新しい授産製品が出来る予定
です。気軽に見に来てくださいね。

株式会社Cherry Blossom
訪問介護ステーション さくら

八尾市佐堂町３丁目１番８号
TEL 072-999-5005 FAX 072-999-5006

八尾市田井中３丁目66番地
TEL 072-915-3960 FAX 072-915-3970

地域の
みなさま
への
メッセージ

地域の
みなさま
への
メッセージ

ケアプラン作成と福祉用具貸与・販
売を行っている作業所です。地域の
皆さまと一緒に成長していきたいと
思っています。よろしくお願いします。

株式会社ジャパンエステイト
ルーチェ八尾
八尾市楠根町４丁目35-1
TEL 072-943-2800 FAX 072-943-2801
地域の
みなさま
への
メッセージ

近隣のケアプランセンターと手を取
り合い、安心・安全・心のこもった
介護を目標に日夜奮闘しています。
介護にお困りの方は是非ご相談くだ
さい♥

安心して自宅で過ごせるよう生活支
援から医療的ケアまで支援致します。

有限会社 近畿介護サービス
ヘルパーステーション
八尾市久宝寺５丁目６番24号
TEL 072-992-0658 FAX 072-992-5353
地域の
みなさま
への
メッセージ

地域福祉のため、小さな一歩から共
に生きるつながりを大切にしたいと
思います。

今後ともよろしくお願いします。
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新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、地域でのボランティア活動も縮小や中止が余儀なくされています。
そこで今回は、日頃から地域でボランティア活動されている方に、ステイホームの今だからこそ「おすすめ
したいこと」や、
「生活の知恵」など、地域の皆さんに広めたいこと・皆さんを元気づけるメッセージをいた
だきましたので、ご紹介します。
※写真は以前の活動の様子です
桂地区の給食会は、３班体
制で活動しています。緊急
事態宣言時には私達の班が
当番に当たり残念でした。
再スタート時には、美味し
い食事を準備したいと思っていまーす。参加お待ち
しています。
サロンボランティア 髙井さん

毎日１時間ほど一人ウォーキ
ングをしています。背筋を伸
ばし胸を張り少し大股で意
識しながら歩きます。途中公
園で筋トレ、ストレッチもし
ますので体が温まり気分爽快です。皆さんも気分転換
にどうですか！
ヨガ教室ボランティア 福本さん
コロナ禍のステイホームの
時間を活用し、日頃できな
かった家の中を整理整頓
すると不用品の多いことに
改めてびっくりしました。
そこで思い切って「断捨離」を実行。おかげで我
が家も気持ちもリフレッシュ。
いきいきサロンボランティア 大垣さん

桂中学校区

八尾中学校区
久宝寺中学校区
成法中学校区

上之島中学校区
高安中学校区

東中学校区
曙川中学校区

高美中学校区

亀井中学校区
龍華中学校区

志紀中学校区

曙川南中学校区

南高安中学校区

大正中学校区

自粛期間中は、給食ボラン
ティアも中止になり、お年
寄りの方も再開を望まれて
いました。今は、感染防止
を徹底してお弁当を使う事
にし、人数も２つに分けて、同じメニューでやっ
てます。
給食ボランティア 松岡さん
皆様お元気ですか？
コロナ自粛で、いかがお過し
ですか？私は、青パトに乗り
活動しております。皆様には、
なかなかお会い出来ません
が…。近いうちには、お会い出来る事を楽しみにして
おります。
青パト見守りボランティア 森田さん

冬至近くになると、友達の
所から柚子が届く。今年も
残りわずかだなぁと思いな
がら柚子の香りを存分に
楽しむ！ジャム・柚子大根・
柚子味噌・ポン酢・柚子風呂など。自然の贈り物
に感謝。
喫茶ボランティア 阪本さん
誰もが初めての経験で不安
でしたね。よくがんばりま
したね。行事が再開できた
ら参加できるように、歩い
たり、かかとを上下させた
り、肩回しやパズル等の脳トレもして、元気でいてく
ださいね。 わくわくプラザボランティア 阿部さん
外出自粛は必要ですが、気
分転換も大切です。マスク
を着用して密を避け、近所
の公園への散歩や適度の
運動などで体調管理に気
を付けましょう。皆さんの元気な姿にお会いでき
るのを楽しみにしています。
高齢者見守りボランティア 浅井さん
コロナ禍のさなか、私は週
２回小学校の校内で声か
け見守り運動をしていま
す。生徒と挨拶したり、
じゃ
んけんをしたり、お迎えに
見える母親達と学校の様子を聞いて元気をいただ
いています。
見守りボランティア 阿野さん

4

詐欺にご注意ください
令和元年の大阪府内
の特殊詐欺被害者
のうち、
83％が65歳
以上の高齢者です。
コロナの影響で地域活動が中止になっても、特殊詐欺
の被害は一向に減っていません！
しかしながら、
「特殊詐欺に気を付けて！」と地域で声
をかけあうことが難しい日々が続いています。
●不審な電話があれば、一旦電話を切り、家族に
相談するか、八尾警察署に通報してください。

●絶対に現金やキャッシュカードを渡さない
でください。

特殊詐欺防止啓発物品
「撃退君」
を
500 名にプレゼントします！
「撃退君」
は電話機に設置でき、
「会話内容を録音します」
といった音声を流すことで、特殊詐欺被害の防止に役立つ
ものです。
（本体およそ 7.0 ㎝×3.5 ㎝×1.0 ㎝）

応募先

●応募条件：八尾市に在住の方で、
お１人様１回限り
●応募方法：はがきに、必要事項を記入した下記の用紙（コ
ピー可）を貼り、４月９日（金）
（消印有効）までにポスト
に投函ください。
※応募者多数の場合は抽選の上、４月末ごろに発送し
ます。当選者発表は賞品の発送をもってかえさせて
いただきます。
なお、落選した方へもはがきにてお知
らせします。

〒581-0003 八尾市本町２-４-10
八尾市社会福祉協議会 宛

問い合わせ先：地域福祉グループ
TEL:072-990-4567 FAX:072-924-0974

所

氏

名

年

代

歳代
当てはまるものに○をつけてください。

知らない

・

名前は知っている

活動に参加している（していた）
２. 地域の
「ふれあい喫茶」を知っていますか？
知らない

・

名前は知っている

活動に参加している（していた）
ご協力ありがとうございました。



アンケートにご協力ください
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〒 581八尾市

１.「地区福祉委員会」を知っていますか？

地域ボランティア
からのメッセージ
自粛解除になり、家庭訪問した時に、
連絡先を伝えたことで、電話でお話
したりと新たなつながりができまし
た。もう少し大変な時期が続きます
が、コロナに負けず、元気なお顔で
お会いできますように！
見守りボランティア 山中さん
コロナ禍、いつもと同じよ
うに登下校の声かけを行
い、
地域の安心・安全を守っ
ております。そして生徒だ
けでなく、地域の人達にも
「おはよう」と元気に声かけをしております。
登下校見守りボランティア 竹ノ株さん
コロナの猛威で訪問や集
まりが困難になり、改めて
人とのふれあいや繋がりの
大切さを知りました。その
中でも感染を考慮し、少し
ずつ活動を続けました。今期は予防安全を徹底し、
地域の見守り活動を行いたいです。
「コロナに打ち
勝とう！」
喫茶ボランティア 谷元さん
ご飯のおかずは買った物
でも、掃除できなくても全
然大丈夫ですよ。あなたが
楽 し く 過 ご せ て い た ら、
きっとお子さんも笑顔でい
られます。あと少しステイホームを気楽に過ごし
ましょう。会える日を楽しみに待っています。
子育てボランティア 松本さん

キリトリ

住

コロナに負けない！

地域活動が制限される中、
感染に気を付け、通学路の
花壇管理を地域の方がさ
れ、その活動を手伝い、早
く終息することを願ってい
ます。私は般若心経を写経しています。少し心が落
ち着きます。 子ども見守りボランティア 藤林さん
普段の活動を紹介します。食事は弁当
で、中身は四季を感じる惣菜。味は薄
味を条件で頼んでいます。年２回カ
レーライス作り。たかがカレーがされ
どカレーで大好評！食後は歌やゲー
ム・体操など。誕生月にあたる人には花をプレゼントし、皆でバー
スデイの歌を歌い祝っています。 給食ボランティア 中川さん

ボランティアセンターだより
ファミリー・サポート・センター事業について
やおファミリー・サポート・センターは、地域に密着して子育て支援をおこなっている会員組織
です。依頼会員の入会登録は、５０分程度の説明を行います。お時間のある時に予約を取ってお越し
ください。
「子どもが好き・自分の空いている時間を子育て支援に役立てたい！」と思われる方は、
この機会にぜひ、援助会員養成講座を受講ください。地域で協力しあって、子育てを応援しましょ
う！援助会員養成講座（前期）については、8 ページに掲載しています。

【やおファミリー・サポート・センターのしくみ】
〈依頼会員〉随時登録受付中
市 内 在 住で、概
ね生 後３ヶ月か
ら小学校４年生
終了までの子ど
ものいる方。

事前打合せ

〈援助会員〉 20歳以上
( セン ター 主 催 の
養 成 講 座 を受 講
していただきます)

援助活動
料金の支払い

＊利用料金は、依頼会員が援助会員に直接支払います。

平日 午前７時～午後８時
時間外・土・日・祝日

依頼申込

７００円／間
８００円／間

援助依頼

依頼内容にあわせて
援助会員を紹介

《アドバイザー》社協職員
《問い合わせ・申込先》
〒５８１-００１８ 八尾市青山町４－４－１８（サポートやお２階）
TEL

072-924-3657

開所時間

月～金

FAX

072-925-1161

午前8時45分～午後5時15分

E-mail yaofamisapo@gmail.com

＊依頼会員の入会受付は午前9時～午後４時（完全予約制）

～会議室における貸し出しガイドライン～
1．社会的距離（ソーシャルディスタンス）の確保
感染予防の為、人との接触を避け、対人距離
をできる限り2ｍ(最低1ｍ)以上確保してください。
２．名簿を提出
代表者は、使用者全員の氏名と連絡先の名簿
を使用後にセンターへ提出してください。
３．消毒・検温の徹底（厳守）
(1)１階入口で消毒と検温装置（設置されている
施設のみ）で検温をしてください。
(2)使 用後の備品、机や椅子等の消毒を実施し

４．部屋の換気を徹底
密閉空間とならないように、30分に1回程度
を目安とし開窓・開扉等による換気をしてくださ
い。
５．利用制限（利用をお断りする事もあります。）
各団体は、参加者の体調を確認し、以下の該
当する方については参加を見合わせてください。
(1)体調不良の方（発熱・咳）
(2)咳・喉の不調等の風邪症状のある方
(3)同居親族に感染疑いのある方

てください。
(3)マスク着用等をお願いします。
・感染が疑われる方が発生した場合、速やかに職員に報告し、指示に従ってください。
・使用団体の代表者は保健所へ連絡し、濃厚接触者調査の指示に従ってください。
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《市内献血スケジュール（予定）》※開催場所の横の（
実

施

日

）は主催又は協力団体です。

時

開催場所（主催・協力団体）

4月 3日(土) 午前10時30分～午後４時30分

リノアス2階（八尾市女性団体連合会）

4月 4日(日) 午前10時～正午

JAグリーン大阪三野郷支店（北山本地区福祉委員会・高砂地区福祉委員会）

4月12日
（月） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

市役所（定期開催）

4月17日
（土） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

府営住宅志紀第4集会所（志紀地区福祉委員会）

5月 8日(土) 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

近鉄八尾駅前（八尾菊花ライオンズクラブ）

5月10日
（月） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

市役所（定期開催）

5月15日(土) 午前10時30分～午後４時30分

リノアス2階（八尾市女性団体連合会）

5月29日
（土） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

龍華コミセン（龍華・亀井小東・永畑地区福祉委員会）

5月30日
（日） 午前10時～午後４時

アリオ八尾（八尾地区自治振興委員会）

6月 5日(土) 午前10時30分～午後４時30分

リノアス2階（八尾市女性団体連合会）

6月 6日(日) 午前10時～午後０時30分

亀井小学校（亀井小学校区まちづくり協議会）

6月12日
（土） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

近鉄八尾駅前（八尾中央ライオンズクラブ）

6月14日(月) 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

市役所（定期開催）

6月20日
（日） 午前10時～午後４時

近鉄八尾駅前（長池地区福祉委員会）

7月 3日(土) 午前10時30分～午後４時30分

リノアス2階（八尾市女性団体連合会）

7月12日
（月） 午前10時～正午･午後１時～午後４時30分

市役所（定期開催）
※日程・時間は、変更になる可能性もありますので予めご了承ください。

《献血実績報告》令和２年10月～12月

※その他、多くの企業・団体のみなさまのご協力ありがとうございました。

採血者数
200ml
400ml

月

会場数

受付人数

10月

７ケ所

301人

11人

233人

女性団体連合会、
八尾市薬剤師会等

11月

７ケ所

400人

６人

344人

女性団体連合会、
志紀地区福祉委員会等

12月

11ケ所

618人

16人

524人

女性団体連合会、用和地区福祉委員会、八尾菊花ライオンズクラブ等

●献血できる年齢

200ml…16歳～69歳まで

命のリレー通信

主催・協力団体

400ml…男性／17歳～69歳・女性／18歳～69歳

Vol.44

献血は不要不急の外出にあたりません

現在すべての血液型において血液が不足しています。そ

平均で5分から15分ほどです。献血される方が

れでもがんや白血病の治療で定期的に輸血を必要としてい

一時期に集中することを避けて、有限で貴重

る患者さんや、大きな手術や不慮の事故で輸血を必要とし

な献血血液を有効に活用するため、ご協力をいただく際

ている患者さんが大勢いらっしゃいます。献血ルームや献

には可能な限りご予約をお願いします。

血バスは新型コロナ感染症対策を十分にとり、安心・安

献血Web会員サービス「ラブラッド」会員募集中！

全に献血にご協力をいただける環境が整えてられています。
献 血 に か か る 時 間 は 受 付 か ら 採 血 後 の 休 憩 まで、
400mL献血でおよそ40分。実際に針をさしている時間は

スマホで簡単に登録できます。
Web予約はこちらのQRコードから
お願いします。

善意銀行（令和２年11月〜令和３年１月分）
○一般寄附・福祉全般（小計
119,450 円）
33333333333
遊輪館 八尾店
8,950 円
33333333
手づくり やさしい手
10,000 円
33333333333
八尾市佛教会33333333333333
100,000 円
匿名（１件）
500 円
○指定寄附（小計 10,000 円）
山上佳子（楠根町）
33333
運転ボランティアグループへ 10,000 円
合計
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129,450円

けんけつ

＊寄附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。

○その他
大阪中河内農業協同組合
八尾駅前支部 成年部
33333333333333
ルフレ八尾へ お米
3333333333
稲山 仁保（柏原市）
車いす

ご寄附いただきました。
（敬称略･順不同）
ご協力ありがとうございました。

やお社協だより

シニア向け地域福祉オリエンテーション

65歳
からの

わたしの選び方 ～メリハリのある毎日を～

八尾市内で開催されている高齢者を対象とした行事や講座、
社会貢献活動などを一挙にご紹介します。
日

時 ※いずれも同じ内容

◆発行人／山下 彬 ◆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広報誌 ◆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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ファミリーサポートセンター事業
日

時

容

講演と活動紹介

定

員

６５歳以上、
各日２０人まで

申し込み

４月１日～【申込順】

会

社会福祉会館

場

2階 （本町２丁目）

<申し込み先・お問合せ>
地域福祉グループ
TEL ０７２－９９０－４５６７ FAX ０７２－９２４－０９７４

４月26日
（月）午後２時～午後３時
２回目
28日
（水）午前10時30分～午前11時30分
１回目

令和3年度

内

定

援助会員養成講座
（前期）

5月19日(水)・21日(金)・22日（土）
・27日(木)

員

10名
（無料）

申し込み

4月19日(月) ～ 5月7日
（金）
【先着順】

場

サポートやお

午前10時～午後3時
（昼1時間休憩有り）
上記の他、
選択講座3講座と見学実習
（認定こども園 等）
有り。
合計24時間の講座を受講していただきます。
※一時保育は、
コロナ感染防止の為、
有りません

所

2階

<申し込み先・お問合せ>
やおファミリー・サポート・センター
〒581-0018 八尾市青山町4-4-18 サポートやお
TEL ０７２－９２４－３６５７ FAX ０７２－９２５－１１６１

ワンポイント子育てアドバイス

おひさまこども園

笑って免疫力をアップさせよう !!

コロナ禍で気持ちが落ち込みやすくなりますが、笑うことで免疫力が高まると言われていま
す。その他にも、
「脳の働きが活性化される」
「血行促進」
「自律神経のバランスが整う」
など、体に
さまざまな良い効果をもたらすようです。
こういう時だからこそ笑って過ごせるよう、親子で楽しめる手遊びをご紹介します。

♪いっぽんばしこちょこちょ

FAX

ぼって
♪かいだん の
こちょこちょ

♪すべって
って
たたいて つね

♪いっぽんばし
こちょ こちょ

②手の平の上で指を滑らせた
り、
やさしくたたいたりする

①子どもの手の平の上に、
１本指を立て、こちょこちょ
くすぐる

③２本の指を動かして、子ども
の腕をつたって肩の方へい
き、
脇の下などをくすぐる

たくさん笑ってこの困難な時期を乗り越えましょう！

編集後記

令和２年度、最後の
機関紙となりました。

今年も新型コロナウイルス感染症と上手に付き

＊新型コロナウィルス感染症拡大の状況等によ
り、
イベント等が延期、
中止する場合がありま
す。
参加時には必ずマスクを着用してください。
＜ 広 告 ＞

合っていかなければならないようです。

医療法人

コロナ禍の状況の続く中、いろいろな活動の
中止もありますが、充分な対策をとって乗り越え
て行きましょう。
令和３年度も皆様により良い機関紙をお届け
できるよう邁進したく思います。
（編集委員会）
■次号は７月下旬の発行予定です。

[歯科][小児歯科]

松下歯科

小さなお子様からお年寄りの方まで
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
（第2種免許取得者の運転有り）

◆口腔機能低下に関するリハビリ

夜8時 診療
まで

月曜～土曜

休診日：日曜、祝日
【急患随時】

電話予約
当日可

TEL.072-941-9164 大阪府八尾市恩智中町1丁目12-2

駐車場有

アクセス/最寄駅：近鉄大阪線
「恩智」
駅下車徒歩3分

明星ビル2F
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