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新年明けましておめでとうございます。
皆様方におかれましては平成21年の輝かし
いお正月を健やかに迎えられましたことを
心よりお慶び申し上げます。
旧年中は太子町社会福祉協議会の諸活動に対しまして格別な

ご支援とご協力を賜りましたこと心より厚くお礼申し上げます。
さて昨年を振り返りますと、サブプライムローン問題を発端

にした世界的な金融不安を背景に、日本国内においても企業の
業績不振等によるいわゆる派遣切りの問題が発生するなど、社
会的な不安が急速に強まった一年でありました。一方北京オリ
ンピックの開催、日本人のノーベル賞受賞など明るいニュース
もありました。しかし、社会不安の深刻な状況は今年に入って
も改善の兆しが見えない状況であります。
また昨年就任された橋下大阪府知事の大阪維新プログラムに
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より、全ての事業について聖域なくゼロベースで見直しを行う
という類を見ない大幅な財政改革が推し進められ、市町村の実
施する事業はもとより、社会福祉協議会が実施する地域福祉活
動もその例外ではなく、判断能力が不十分な高齢者や障がい者
の方々の金銭を管理する“日常生活自立支援事業”や、地区福
祉委員会と共に地域で取り組んできた“小地域ネットワーク事
業”、“コミュニティソーシャルワーカー配置事業”による総合
生活相談など、様々なところにその影響が及びつつあります。
今後、不安定な社会状況により既存の制度やサービスだけで

は十分に対応できないケースが益々増加し、これまで以上にき
めの細かい相談援助活動が求められるかと思われますが、昨年
に引き続き、地域福祉を推進することを目的とする中心的団体
としての使命を果たすべく『誰もが安心して暮らせるまちづく
り』を目指し、社協役職員一丸となり各種事業に取り組んでま
いる所存であります。
結びに、今年も引き続き社会福祉協議会へ温かいご支援とご

協力を賜りますことをお願いいたしますとともに、皆様方のご
健勝とご多幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていた
だきます。

tお菓子のプレゼ
ントを持ったサ
ンタクロースが
町内の幼稚園・
保育園を訪問し
ました

子育てサークルペアペアクラブ
クリスマス会　（役場万葉ホール）

▲“生きがい支援事業”利用者に
よるハンドベルの演奏
（社協ふれあいクリスマス会）

▲

▲
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平成21年の新年を迎えて 平成21年の新年を迎えて 平成21年の新年を迎えて 平成21年の新年を迎えて 

立春を迎えまだまだ寒さ厳しい日が
続いておりますが、皆様におかれまし
てはますますご健勝のこととお慶び申
し上げます。
また平素は、民生委員児童委員協議会活動に対しまして

格別のご支援ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。
早いもので、会長の襲名をいただき今年は２年を迎えま

す。今後も太子町の地域福祉の推進のため精一杯頑張りま
すのでご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
さて昨年をふりかえりますと、秋以降、世界的な不況の

中大手企業の相次ぐ派遣切り、リストラ策の発表など、近
年に類を見ない大きなもので、全国各地で不安な年越しを
迎えられた方も多いと思います。

このような社会状況のなか、私たち民生委員児童委員協
議会では、「災害時一人も見逃さない運動」に引き続き取
組み、今年度においては、関係機関と連携し「災害時要援
護者避難支援計画」の作成にも協力しているところであり
ます。
また高齢者、障がい者（児）、児童に対しては、昨年に

引き続き、交流支援活動を実施すると共に、町社会福祉協
議会と連携して「心配ごと相談」、「生活福祉資金貸付事業」、
など地域福祉活動の実施推進に取り組んでまいります。
このように、わたしたち「太子町民生委員児童委員協議

会」は、安全で安心な町づくの為、地域の福祉と活動の推
進にまい進して参ります。
住民の皆様におかれましては、昨年同様私たちの活動に

ご理解ご協力をお願い申し上げますと共に、ことし一年が
皆様にとりまして良い年になりますよう心からお祈りいた
しまして、ご挨拶とさせていただきます。

新年を迎え、寒さ厳しい中にも梅の
つぼみが春の便りを告げる時候となっ
ておりますが、皆様におかれましては
益々ご健勝のこととお慶び申し上げま
す。平素は太子町社会福祉協議会の関係者をはじめ、住民
の皆様のご尽力と力強いご支援を賜りまして、心から厚く
お礼申し上げます。
さて、昨年は、農薬混入などの食の安全の問題や100年

に一度といわれる世界的な金融危機により、国内経済も大
きな打撃を受け、これまでにない厳しい雇用情勢が続き、
国民の不安が広がっています。また、大阪府におきまして

は橋下府政の誕生とともに、さまざまな改革が進み、市町
村への影響が大きくなっており、今後ますます地方分権の
流れが加速することが予測されます。
このような状況の中、本町においては、住民サービスを

低下させないよう最大限の努力をするとともに、地域のつ
ながりを活かした、住民の皆様との協働により施策を進め
てまいりたいと考えております。
そのために、地域福祉の第一線でご活躍いただいている、
貴協議会の皆様と連携・協力しながら安全、安心のまちづ
くりを進める所存でございます。結びに、役員をはじめ皆
様方におかれましては、太子町の今後益々の発展のために、
倍旧のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます
とともに、皆様のご健勝、ご多幸を心から祈念申し上げ、
ご挨拶とさせていただきます。

有 料 広 告

南河内介護タクシーグループ『愛和』

¡お電話一本で年齢、障がいに関係なくご利用いただけます。
¡お体の具合の悪い方もご利用いただけます。
¡通院、買い物、旅行、冠婚葬祭、観光等の送迎等にご利用いただけます。
¡車椅子のままご乗車できます。（別途、貸切、ストレッチャー（寝台車）使用可。）

介護タクシーは、こんなに便利です！

事前にご予約のお電話をお願いします。
（日時、出発地、目的地、人数など）

フリーダイヤル：0120－565－076
配車センター：河南町大宝3－1－1（上田）

ご
利
用
方
法

当介護タクシーは
7社9台で活躍中！

事業所のみなさまへ
～社協広報紙“ふれあい”有料広告を募集します～
《サイズ》 基本枠60㎜×60㎜（縦×横）

最大枠60㎜×120㎜（縦×横）
《掲載料金》 基本枠　5,000円（１回）

最大枠　10,000円（１回）
《次回締切》 平成21年５月25日（月）

（平成21年７月号掲載分）
“ふれあい”の発行は年間３回です。（７月・

10月・２月）
※広告掲載の受け付けは先着順とさせていただき
ます。
※法令に違反するものや抵触するおそれのあるも
のなど、内容により掲載をお断りする場合もあ
ります。
※詳しくは社会福祉協議会事務局（198－1311）
までお問い合わせください。

太子町民生委員児童委員協議会

会　長 中 尾　米 和

太子町長

浅 野　克 己

社協特別会費へのご協力ありがとうございます
平成20年９月１日～12月31日までの間に、下記の方からご協力いただきました。

会　員　名 金　額
松　田　淑　夫 １０，０００ （敬称略）

“社協会費”は年間通して受付いたしております。【取扱口座】大阪南農協　太子支店
普通9737383（福）太子町社会福祉協議会　会長 山村 一彦（ヤマムラカズヒコ）
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平成20年９月１日～12月31日までに間に、社協へご寄付いただきました皆様
（単位：円）

社協へのご支援ありがとうございます社協へのご支援ありがとうございます

寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額
藤　原　　　整 5,000 清　水　駒　吉 10,000 植　木　保　行 10,000
松　井　　　明 20,000 三　浦　孝　朗 30,000 松　井　龍　夫 10,000
奥　田　　　進 10,000 山　本　勝　久 10,000 田　中　初　子 10,000
小　路　喜　久 10,000 岸　本　房　雄 10,000 蘇　我　栄　信 10,000
田　村　松　枝 10,000 ＷＡの会　代表　西川和成 10,000 土　井　　　進 10,000
中　東　定　子 20,000 澤　田　宗　久 10,000 奥　田　啓　子 20,000
松　井　行　雄 10,000 米　田　裕　紀 10,000 松　田　　　治 10,000
辻　本　尚　世 10,000 上　田　敏　明 10,000
松　井　かずよ 10,000 松　葉　治三郎 10,000 順不同・敬称略

各地区福祉委員会の事業が実施されました各地区福祉委員会の事業が実施されました各地区福祉委員会の事業が実施されました

有 料 広 告 ご協力ありがとうございました

平成20年10月１日より皆様にご協力いただき
ました“赤い羽根共同募金”は、おかげさまで
下記のとおりの募金を集めることができました。
集まりました募金は全て大阪府共同募金会へ送
金させていただき、来年度実施される社会福祉
協議会をはじめとした民間の社会福祉事業に役
立てられます。ご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金実績報告

戸別募金 1,189,050
学校募金 142,290
職域募金 81,898
街頭募金 42,238
バ ッ ジ 36,500
計 1,491,976

11月7日（金）
山田地区
福祉委員会管外研修

12月10日（水）
山田地区
ふれあいクリスマス会

9月27日（土）
太子地区ふれあい広場

滋賀県大津市の石山寺を拝観した後、
近江八幡市内の町並みを散策しまし
た。

滋賀県立琵琶湖博物館で環

境について研修し、その後

石山寺を拝観しました。

山田集会所において、地域

の高齢者と園児の世代間交

流事業を実施しました。

地区福祉委員による模擬

店が多数出店され、地域

でのふれあい交流を実施

しました。

1 0721-98-2951まで

株式会社

サカエツアー募集中！ 地元太子で創業30年

s全コース、ご相談の上、町内ご自宅近くから出発帰着t

¡2月15日（日）、21日（土）長浜盆梅展と越前海岸水仙祭り
お一人様7,500円（昼食付）

¡2月14日（土）、3月1日（日）なばなの里イルミネーション直行便
お一人様6,000円（なばなベゴニア入場券付）

¡2月18日（水）日帰りデラックスかにツアー「奥伊根油屋」
お一人様14,800円（かにコース昼食、入浴付）

自由な日程でグループ貸切も
相談OK！詳しくは…

10月28日（火）
春日地区福祉委員会管外研修
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（単位：円）
平成20年度　歳末たすけあい募金　篤志募金一覧

～平成20年度地域歳末たすけあい運動実績報告～

篤志家芳名 金　額 篤志家芳名 金　額 篤志家芳名 金　額
市　橋　平三郎 10,000
植　木　道　代 5,000
池　田　繁　作 5,000
内　田　文　子 5,000
岡　田　敏　秋 5,000
秦　　　カヤ子 5,000
林　　　英　子 5,000
山　本　ス　エ 5,000
和　　敬　　会 5,000
上　田　敏　明 5,000
山　本　啓　子 5,000
内　田　定　夫 5,000

山　村　一　彦 20,000
武　田　正　延 5,000
阪　上　昭　子 5,000
吉　田　美江子 5,000
村　山　美佐子 5,000
上　野　敏　一 10,000
奥　田　　　進 5,000
阪　上　久　子 5,000

㈱サカエツーリストオオサカ 10,000
㈱阪上レンタリース 5,000
吉　田　百合子 5,000
岩　田　順　子 5,000

上　野　義　弘 5,000
㈲好月堂　岩田輔斉 10,000
河　野　記世子 5,000
石　田　　　稔 10,000
川　端　三治郎 5,000
松　井　巳喜雄 10,000
池　田　辰　好 5,000
石　田　愛　子 5,000
太子薬局　川村　勧　 5,000
川　村　節　子 5,000
筒　井　敏　夫 10,000
山　本　富美子 5,000

昨年12月１日より『地域でささえあうあったかいお
正月』をスローガンに実施いたしました“地域歳末た

すけあい運動”は、地区福祉委員会や各関係団体の皆様をはじめとして、
多くの住民の皆様の温かいご理解とご協力によりまして、下記のとおり
たくさんの募金が集まりました。
また、集まりました募金により実施いたしました“地域歳末たすけあ

い運動配分事業”につきましても、各種福祉団体への配分や、町内福祉
施設入所者の方へのお見舞品の贈呈他、社会福祉協議会が実施する歳末
地域福祉活動への配分なども無事終了し下記のとおりの結果となりまし
たのでご報告させていただきます。

歳末たすけ
あい運動へのご協力ありがとうございました歳末たすけ
あい運動へのご協力ありがとうございました歳末たすけ
あい運動へのご協力ありがとうございました

～平成20年度地域歳末たすけあい運動実績報告～ ～平成20年度地域歳末たすけあい運動実績報告～ ～平成20年度地域歳末たすけあい運動実績報告～ 

〔募金内訳〕 〔配分内訳〕

戸別募金 1,223,650円 町内福祉施設へ 190,530円 歳末地域福祉推進活動 1,363,580円
篤志募金 940,404円 保育園児・幼稚園児へのプレゼント 48,060円 いきいきサロンへの支援 300,000円
太子・葉室地区 185,000円 施設入所者等へのお見舞品 142,470円 歳末友愛訪問活動 100,000円
春日・聖和台地区 330,000円 福祉団体等へ 550,000円 ふれあいクリスマス会 253,280円
山田・畑地区 270,000円 身体障害者福祉協議会 250,000円 ボランティア・子育て活動への支援 236,300円
団体その他 115,404円 母子福祉協議会 100,000円 車イス移動車貸出事業 474,000円
太子町外 40,000円 心身障害者（児）手をつなぐ親の会 100,000円 次年度配分事業への繰越金 59,944円

和光会 50,000円
募金合計 2,164,054円 献血推進協議会 50,000円 配分合計 2,164,054円

今年は、“ボランティ
アグループベアー”のみ
なさんが制作したテディ
ーベアーのぬいぐるみを友愛訪問の品と
してお届けしました。
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篤志家芳名 金　額 篤志家芳名 金　額 篤志家芳名 金　額
春　日　薬　局 5,000
仲　谷　佐多子 10,000
仲　谷　禎　之 10,000
楠整骨院　楠　勝次 10,000
辻　本　節　夫 10,000
松　井　球　子 5,000
山　本　伸　子 5,000
角　田　佐代子 5,000
松　井　隆　彦 5,000
松　井　史　郎 10,000
石　谷　俊　雄 20,000
北　尻　行　良 5,000
松　井　和　子 5,000
村　井　常一郎 10,000
光　　福　　寺 10,000
津　田　尚　文 10,000
津　田　和　子 5,000
松　井　行　雄 10,000
㈲籾山　籾山善胤 10,000
松　井　眞由美 5,000
北　辻　廣　巳 10,000
吉　崎　輝　雄 5,000
甲　斐　秀　麿 5,000
岸　本　宏　子 5,000
京　谷　　　肇 5,000
京　谷　葆　子 5,000
山　本　秀　明 5,000
匿　　　　　名 5,000
天　城　医　院 20,000
川　瀬　昭　治 5,000

稲　富　昭　蔵 5,000
内　田　津ま江 5,000
太　田　芳　子 5,000
北　口　和　男 5,000
木　部　悦　朗 5,000
木　部　フミエ 5,000
阪　本　喜久夫 10,000
蓮　田　登世子 5,000
濱　本　和　一 5,000
河　田　忠　久 5,000
西　谷　月　代 5,000
山　本　佳代子 5,000
吉　村　照　子 5,000
吉　村　長　徳 10,000
小　路　六津子 5,000
小　路　史　恵 5,000
田　中　昌　子 5,000
増　田　富美代 5,000
上　田　長　一 10,000
大　倉　幸　二 5,000
澤　村　清　春 5,000
澤　村　茂　子 5,000
小　路　鉄　雄 5,000
中　尾　文　子 5,000
松　尾　知 子 5,000
上　田　　　弘 5,000
上　田　克　治 5,000
島　津　八　郎 20,000
小　路　正　一 5,000
小　路　義　弘 10,000

田　中　寛　一 10,000
羽　山　　　茂 10,000

㈲松田紙工業　松田浩一 10,000
安　井　君　子 5,000
林　　光　　寺 10,000
森　　　義　順 10,000
森　　　静　子 5,000
見　陰　良　子 10,000
山 本 呉 服 店 10,000
吉　田　弘　子 5,000
荒　瀬　宏　幸 5,000
白須賀　喜　市 10000

小　路　光　子 5,000
小路呉服店　小路茂清 10,000
中　村　　　洋 10,000

太子たすけあいコスモス 中村淑子 5,000
中　尾　米　和 5,000

ボランティアグループあじさい会 10,000
ボランティアグループちくちく会 10,000
ボランティアグループふきのとう 10,000
ボランティアグループメルシー 10,000
ボランティアグループさくらクラブ 8,000
ボランティアグループなでしこ会 5,000
ボランティアグループベアー 5,000
匿　　　　　　名 786

大阪南農協募金箱 537

フレッシュナカタニお客さん募金 1,725
役場・社協職員 54,356

大阪東部ヤクルト販売㈱ 20,000
社団法人富田林医師会 20,000

順不同・敬称略

夜間のウォーキングに反射タスキをお役立てください！
～ 安心・安全ウォーキング事業（反射タスキ配布（無償貸与）事業）～

太子町社会福祉協議会では、日頃より健康のために町内をウォーキングされている方々に“反射タスキ”を配布（無償貸
与）し、着用していただくことにより、自身の交通安全に役立てていただき、さらには安全で住みよい地域づくりを確立す
るための地域の自主的な防犯活動につなげていただくことを目的に安心・安全ウォーキング事業をスタートさせました。
《配布対象者》
太子町在住の個人・及び団体で上記の趣旨に賛同し継続的に事業に協力いただける方。
※ 貸出申込書の提出をお願いします。（但し、活動を中止したときはタスキを返却していただきます。）
《そ　の　他》
活動中の事故については個人の責に負うものとします。申込者が未成年の場合は、保護者の同意を必要
とします。
《申込とタスキの配布・お問い合わせ》
太子町社会福祉協議会　住所　太子町春日963－1（町立総合福祉センター内） 電話　９８－１３１１
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¡相 談 日
毎月10・25日

但し、土曜日の場合前日
日曜日の場合翌日

¡相 談 員 民生委員・児童委員
社会福祉協議会職員

¡相談時間 午後１時30分～３時
¡場　　所 太子町役場福祉室相談室

心配ごと相談 （ ）

“ふれあい”第80号をお届けします。
太子町社福祉協議会に、福祉に関することでご意見がありましたら、どんなことでも結構です。

“皆様の声をお寄せ下さい” ＴＥＬ　98－1311 ＦＡＸ　98－2111

編 集 後 記

募集内容 おおむね60歳以上の方で、葉刈機・草刈機の使用、および高所作業の可能な方
※申込時に、健康診断書の提出をお願いします。
※普通自動車免許をお持ちの方、パソコン経験のある方歓迎いたします。

募集期間 平成21年３月13日（金）まで（土、日、祝日を除く午前９時から午後５時まで）
申込方法 町立総合福祉センター内、太子町社会福祉協議会事務局までお越しください。

※所定の申込書に必要事項を記入していただきます。

太子町生きがい人材センターでは、平成21年度新規会員を募集しています

ご長寿お祝い事業のお知らせ
太子町社会福祉協議会では、太子町に居住されていて満90歳の

お誕生日を迎えられた方にご長寿をお祝いして、お祝金（10,000円）
をお贈りしています。
また、満100歳のお誕生日を迎えられた方には、お祝金（30,000

円）をお贈りしています。

該当される方は、太子町社会福祉協議会
事務局（198－1311）までお知らせくださ
い。

日常生活自立支援事業というむずかしい名前ですが、認知症、
知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の生活
とお金を守るために“社会福祉協議会”がお手伝いする制度です。

¡福祉のサービスが利用できない（福祉サービス利用に必要な手
続きを行います）

¡お金のやりとりに自信がない（福祉サービスの利用料を支払う
手続きを行ったり、年金の振込みを確認したりします）

¡通帳の管理が心配（銀行や郵便局の通帳をお預かりします）

こんなときにあなたの暮らしを守るサービスです。

あなたの暮らしを守るサービスです

～日常生活自立支援事業
にちじょうせいかつじりつしえんじぎょう

～
（旧：地域福祉権利擁護事業）

詳しいことは、太子町社会福祉協議会事務局
（198－1311）までお気軽にお問い合わせください。

町立総合福祉センターにおいて実施して
いる“生きがい支援事業”に従事していた
だく、援助員（臨時職員）を募集します。

※太子町生きがい支援事業は、高齢者が生きがい
づくりや健康づくりに関する活動を通じ、要介護
状態になることを予防するのを目的に実施されて
いる事業で、社会福祉法人太子町社会福祉協議会
が太子町より事業委託を受けて運営しています。

《応募方法》
履歴書（写真添付）にヘルパー免許の写
しを添えて、太子町社会福祉協議会事務局
まで提出してください。（お預かりした書
類は返却致しません。）

《お問い合わせ先》
〒583－0991 南河内郡太子町春日963－1
太子町立総合福祉センター内
社会福祉法人　太子町社会福祉協議会
TEL 98－1311・FAX 98－2111

太子町生きがい支援事業
援助員（ヘルパー職）募集！

概ね要介護認定自立と判断される高齢者を
対象に、利用者の見守り、レクリエーショ

業務内容 ン・ゲームの指導、季節行事の企画・運営
など、当事業の利用者に関すること全般に
従事していただきます。

応募対象 昭和29年４月２日以降に生まれた方
募集人数 １名

任用期間
平成21年4月1日～
平成21年9月30日（更新あり）

勤務時間 9時00分～17時00分
勤務予定日数 2～3日／週（事業実施日　月・火・木・金）
賃　　金 900円／時間

必要資格
ヘルパー2級資格・普通自動車免許
パソコン経験（word・excelなど）

そ の 他 労災保険加入・通勤手当なし（マイカー通勤可）
募集期間 平成21年2月27日（金）まで
採用選考 平成21年3月4日（水）に実施します。


