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新年あけましておめでとうございます。
皆様方にはご家族おそろいで新春をお

迎えのこととお喜びを申しあげます。
旧年中は、社会福祉協議会へ暖かいご支援とご協力を賜

り厚く御礼申しあげます。
さて、昨年を振り返りますと、国においては政権交代が

なされ、長引く不況からの回復に大いに期待が寄せられて
いるところでありますが、近年の社会情勢は過去に例を見
ない世界的大不況のあおりをうけ我が国においても、企業
の業績不振によるいわゆる派遣切りの問題などが発生し、
又この春卒業する学生においてもいまだ就職先が決まって
いない学生が多く、社会的不安が強まっている大変厳しい
社会状況下にあります。

社会福祉法人
太子町社会福祉協議会

会　長 松 井　勝 人

又、急速に少子高齢化が進む中、高齢者、障がい者の生
活支援、地域の子育て支援、児童虐待の防止など地域福祉
を取巻くニーズの変化は目まぐるしいものがあります。
こうした中、社会福祉協議会では、小地域ネットワーク

事業をはじめボランティアセンター事業、各種相談援助事
業と取り組んで参りました。又、昨年より歩行困難な高齢
者、障がい者の方々を対象に「ふれあい号」車イス移乗車
の貸し出し事業もスタートさせたところであります。
今後とも、各地区福祉委員会、ボランティア団体、各福

祉団体及び関係各機関とも連携を密にし、又住民各位のご
協力もと、社協役職員が一丸となって、地域福祉の向上と
発展に努めて参る所存でございますので、どうか、本年も
当町社会福祉協議会に対しまして、変わらぬご支援、ご協
力を賜りますようお願い申し上げますと共に、皆様方にと
りましても幸多き年になりますよう心からご祈念申し上げ
まして新年のご挨拶といたします。

社協の役員扮するサンタクロースが、

町内の保育園・幼稚園を訪問しました！

▲12月17日（木）松の木保育園

t12月17日（木）
太子町立幼稚園

▲12月９日（水）
やわらぎ保育園・幼稚園s
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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20日（土）神戸南京町春節祭と花鳥園　明石魚棚お買物
お一人様 8,000円（昼食付）

¡2月27日（土）、3月13日（土）
なばなの里ウィンターイルミネーションと月ヶ瀬梅林シャトル最終便
お一人様 6,000円（ベゴニアガーデン入場付）

¡3月7日（日）シーズン最終！香住かに感謝祭
お一人様 8,900円（カニフルコース昼食付）

¡4月8日（木）大阪城アクアライナー花見船とお花見ミステリーツアー
お一人様 7,900円（昼食付）

自由な日程でグループ貸切も
相談OK！詳しくは…

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22年５月25日（火）

（平成22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。

平成22年の新年を迎えて 平成22年の新年を迎えて 平成22年の新年を迎えて 平成22年の新年を迎えて 

新しい年を迎え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、今年は民生委員児童委員の改選の年であり

ます。残りの任期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。
さて昨年は、自民党から民主党への政権交代があり、わ

たし達にとりましては不安と期待が交差し、新政権には旧
政権に無い住みよい社会と安定した景気の持続を大いに期
待をしております。しかしながら、景気の状況は一向に不
安定であり住民の不安は続いております。

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、一人でも不安な生活で悩んでおられる地域の皆
様、また高齢者、一人暮らしの皆様の悩みを聞き前向きに、
健康で住民の皆様が明るく暮らせる手助けを引き続き行っ
てまいりたいと考えております。
また、障がいを持たれている方々、児童に対しても、交

流の場を通して支援活動を実施すると共に、町社会福祉協
議会と連携し、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、本年も皆様に
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。

新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、新年をお健

やかにお迎えのことと、心よりお喜び
申し上げます。また、平素は福祉行政
全般に対し格別のご支援とご協力を賜
りまして、厚くお礼申し上げます。
さて、昨年は政権交代が行われ大きな変革の年でありま

した。国内経済も円高などによる大きな打撃を受け、これ
までにない厳しい景気情勢が続いております。そのような
中、今年は私にとりまして任期折り返しの年となりますが、
この間住民の皆様の立場、目線で地域福祉の推進に取り組

んで参りました。昨年11月には「安心太子ネットワーク」
として、「誰もが住みたくなる、住み続けたくなるまち、太
子町」を目標に、地域の皆様方のご協力のもと、高齢者、
一人暮らしの方などの見守り体制をスタートさせました。
また、総合福祉センターの整備としまして施設の老朽化に
よる、ボイラー設備の一新をはかるため、２月から工事に
着手いたします。工事期間中はご不便をお掛けいたしますが、
ご理解賜りますようお願いいたします。なお、本年も貴協
議会の皆様と連携・協力しながら福祉のまちづくりを進め
る所存でございます。
結びに、太子町社会福祉協議会の今後益々の発展と、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。

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

有 料 広 告

社協特別会費へのご協力ありがとうございます
平成21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
川　村　節　子 0 5 , 0 0 0円
白須賀　喜　市 1 0 , 0 0 0円
籾　山　勝　弘 0 5 , 0 0 0円 （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　Ｎｏ. 9 7 3 7 3 8 3
【取扱口座】（福）太子町社会福祉協議会　会長 松井 勝人（マツイカツヒト）

大小グループ団体旅行相談見積無料！
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ご協力ありがとうございました

平成21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 1,110,400円
学　校　募　金 152,744円
職　域　募　金 79,074円
街　頭　募　金 13,221円
バ　　ッ　　ジ 33,500円

計 1,388,939円

太子町社協では、平成21年６月より、太子
町社協ＷＥＢサイトの運用をスタートさせま
した。ＷＥＢサイトの開設により、従来から
の広報紙（ふれあい・ボランティアだより）に
よる情報発信に加えて、よりリアルタイムな
情報を随時発信していくことが可能になりま
した。
太子町社協ＷＥＢサイトへは、http://www.

taishi－syakyo.netまでアクセスしてください。

太子町社協ＷＥＢサイトへ
アクセスしてください！
太子町社協ＷＥＢサイトへ
アクセスしてください！

太子町社会福祉協議会

社 会 福 祉 協 議 会 二 ュ ー ス

防災（減災）の取り組みについて啓発活動を実施！
太子町社協では、平成21年11月21日（土）太子町防災訓練へ出展し、防災

用品の展示や災害ボランティアセンターに関するパネル展示など、住民の
皆さんへの防災（減災）意識を高めていただく為の啓発活動を行いました。
また、非常食の試食コーナーも開設し、５年保存できる様々な非常食

（パンの缶詰、ビスケット、保存用スープなど）を、ブースを訪れた皆さん
に試食していただきました。

各地区福祉委員会の管外研修が実施されました
～山田地区福祉委員会管外研修～

地域の高齢者と園児との世代間交流
～山田地区ふれあいクリスマス会～

平成21年11月11日（水）、山田地区福祉委員会では関西
空港２期空港島及び、南港のＡＴＣエイジレスセンター
での管外研修会を実施しました。
壮大なスケールの関西空港２期空港島を見学し、その

後グラスボートから海中の藻礁や魚を確認することがで
きました。
ＡＴＣエイジレスセンターでは、介護・福祉に関する

最新機器の説明を受け、車イスやお達者カーの試乗体験
も行いました。

平成21年12月９日（水）山田地
区福祉委員会主催による“ふれ
あいクリスマス会”が山田集会
所で開催されました。このクリ
スマス会は、高齢者の仲間づく
りと世代間交流を目的として毎
年実施されています。
午前中は園児と歌をうたった

り、ジャンケンゲームをして交
流し、地区福祉委員さん扮する
サンタクロースの登場に園児た
ちも大喜びでした。午後からは
大阪芸術大学落語研究寄席の会
による落語で大いに笑い、楽し
いひと時を過ごされました。

サンタさんと一緒にハイチーズ！
～“ペアペアクラブ”クリスマス会～

平成21年12月17日（木）、総合
体育館のサブアリーナで、子育
てサークル“ペアペアクラブ”の
お母さん方とその子ども達のク
リスマス会が実施されました。
サンタさんと一緒にクリスマ

スソングをうたったり、絵あわ
せゲームをしたり、子ども達は
大喜びでした。最後に、サンタ
さんからお菓子のプレゼントを
もらい、みんなで記念の写真を
撮りました。

～春日地区福祉委員会管外研修会～

平成21年11月18日（水）、春日地区福祉委員会では、八
尾空港内にある大阪府中部広域防災拠点、大阪南港のＷ
ＴＣ、同じく南港ＡＴＣ内にあるＡＴＣエイジレスセン
ターを見学しました。
中部広域防災拠点では、大阪府の災害支援物資が保存

された大規模な備蓄倉庫を見学し、また、ＡＴＣエイジ
レスセンターでは最新の福祉機器について実際に体験し
ながら研修することができました。
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（単位：円）
平成21年度　歳末たすけあい募金　篤志募金一覧

～平成21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
西　　方　　院 10,000
池　田　繁　作 5,000
内　田　文　子 5,000
岡　田　敏　秋 5,000
秦　　　カヤ子 5,000
和　　敬　　会 5,000
山　本　啓　子 5,000
今　川　幸　子 5,000
内　田　定　夫 5,000
武　田　　　廉 5,000
山　村　一　彦 10,000
内　田　良　美 10,000
奥　田　啓　子 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 20,000
阪　上　久　子 5,000

阪　上　真喜子 5,000
㈱サカエツーリストオオサカ 10,000
ローソン太子町太子店 5,000
ローソン羽曳野大黒店 5,000
㈱阪上レンタリース 5,000
吉　田　百合子 5,000
㈲　好　月　堂 10,000
岩　田　順　子 5,000
石　田　　　稔 10,000
岡　本　京　子 5,000
川　端　三治郎 10,000
松　井　巳喜雄 10,000
吉　田　勝　一 5,000
池　田　辰　好 5,000
太　子　薬　局 5,000
川　村　節　子 5,000
筒　井　敏　夫 10,000
浅　野　　　薫 5,000
春　日　薬　局 5,000
仲　谷　佐多子 10,000

フレッシュなかたに 10,000
吉　田　行　正 5,000
楠整骨院・鍼灸院 10,000
松　井　球　子 5,000
山　本　伸　子 5,000
角　田　佐代子 5,000
松　井　勝　人 20,000
松　井　史　郎 10,000
松　井　隆　彦 5,000
籾　山　勝　弘 5,000
石　谷　俊　雄 10,000
北　尻　行　良 5,000
松　井　和　子 5,000
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 10,000
松　井　真由美 5,000
山　本　　　孝 5,000

〔募金内訳〕 〔配分内訳〕
戸別募金 1,236,600円 町内福祉施設へ 193,700円 歳末地域福祉推進活動 1,335,847円
篤志募金 918,159円 保育園児・幼稚園児へのプレゼント 46,280円 いきいきサロンへの支援 300,000円
太子・葉室地区 210,000円 施設入所者等へのお見舞品 147,420円 歳末友愛訪問活動 100,000円
春日・聖和台地区 290,000円 福祉団体等へ 550,000円 ふれあいクリスマス会 236,597円
山田・畑地区 255,000円 身体障害者福祉協議会 250,000円 子育てサークルへの支援 5,250円
団体その他 123,159円 母子寡婦福祉会 100,000円 ボランティアセンターへの支援 220,000円
太子町外 40,000円 手をつなぐ親の会 100,000円 車イス移動車貸出事業 474,000円

和光会 50,000円 歳末たすけあい運動経費 24,923円
献血推進協議会 50,000円 次年度配分事業への繰越金 50,289円

募金合計 2,154,759円 配分合計 2,154,759円

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、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、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、また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、下記のとおり結果をご報告させていただきます。
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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
坂　本　発　自 5,000
角　田　　　清 5,000
岸　本　宏　子 5,000
京　谷　　　肇 5,000
京　谷　葆　子 5,000
増　尾　辰　男 5,000
山　本　秀　明 5,000
稲　富　昭　蔵 5,000
木　部　悦　朗 5,000
木　部　フミエ 5,000
阪　本　喜久夫 10,000
川　瀬　昭　治 5,000
森　下　哲　代 5,000
蓮　田　登世子 5,000
土　井　　　進 20,000
西　谷　月　代 5,000
吉　村　照　子 5,000
吉　村　長　徳 10,000
桑　原　　　優 5,000
桑　原　富基子 5,000
小　路　六津子 5,000
小　路　史　恵 5,000

田　中　昌　子 5,000
ケアプランセンターであい 5,000
増　田　富美代 5,000
上　田　長　一 10,000
大　倉　玉　子 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
上　田　　　弘 5,000
上　田　克　治 5,000
島　津　八　郎 5,000
小　路　義　弘 10,000
建　石　文　江 5,000
田　中　寛　一 10,000
羽　山　　　茂 10,000
林　　光　　寺 10,000
森　　　義　順 10,000
森　　　静　子 10,000
安　井　君　子 5,000
上　田　成　男 10,000
山 本 呉 服 店 10,000

吉　田　弘　子 5,000
荒　瀬　宏　幸 5,000
小　路　光　子 5,000
森　田　幸　枝 5,000
小 路 呉 服 店 10,000
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ふきのとう 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ちくちく会 5,000
ボランティアグループベアー 5,000
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メルシー 5,000
大阪南農協女性会太子支部 10,000
太子町婦人会 5,000

フレッシュなかたに募金箱 1,683
大阪南農協募金箱 1,523
役　場　職　員 51,709
社　協　職　員 5,244

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

順不同・敬称略

平成21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
吉　田　多美子 10,000 陶 芸 ク ラ ブ 03,000 浅　田　耕　司 10,000
山　田　英　男 10,000 上　田　敏　明 10,000 松　井　春　美 10,000
西　川　欣　克 10,000 中　辻　忠　一 10,000 蘇　我　榮　信 10,000
脇　田　　　久 10,000 上　野　敏　一 20,000 北　辻　廣　己 10,000
山　本　勝　久 10,000 貴　治　敏　至 10,000 島　田　　　進 10,000
西　浦　　　亨 10,000 遠　矢　恵　子 10,000 龍　野　佳　嗣 10,000
清　水　富　子 10,000 子　安　キ　ヌ 10,000 浅　野　佐太郎 10,000
東　　　文　夫 20,000 山　本　　　勇 10,000 新　谷　順　二 10,000
三　浦　孝　朗 10,000 ＷＡの会　代表　西川和成 11,305 池　田　辰　好 10,000

太子町社協では、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
を実施しています。
《反射タスキの申込と配布・お問い合わせ》
太子町社会福祉協議会（198－1311まで）

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）～

太子町社協では、歩行が困難な高齢者・障がい者の方々を対象に『ふれ
あい号』車イス移乗車（軽ワゴン車：車イスを含め３人乗り）の貸し出し
を行っています。
対 象 者 太子町に居住されていて、車イスを利用している為一般乗用車

への移乗が困難な方
利用回数 １回につき３日まで（１ヶ月に２回まで）
申し込み 車両の空き状況を確認のうえ、貸出申請書に以下の書類を添付

し利用の前日までに社協事務局までお申し込みください。
（添付書類）q利用者（車イスを利用されている方）の現住所が

確認できる書類の写し
（添付書類）w運転される方の運転免許証の写し

そ の 他 運転者は、利用者の親族の方で、３年以上の運転経験をお持ち
の方とさせていただきます。
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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 （ ）
社協は“誰もが安心して暮らせる福祉の
まちづくり”をめざしています。

“ふれあい”第83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

あなたの暮らしを守るサービスです

～日
にち

常
じょう

生
せい

活
かつ

自
じ

立
りつ

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

～
（旧：地域福祉権利擁護事業）

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。

詳しいことは、太子町社会福祉協議会事務局
（1 98－1311）までお気軽にお問い合わせください。

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。

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22年３月12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22年度新規会員を募集しています

太子町社会福祉協議会

アルバイト職員（臨時職員）募集！
太子町社会福祉協議会において、事務補助業務に従事

していただく、アルバイト職員（臨時職員）を募集します。

《応募方法》
履歴書（写真貼付）を、太子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持参してください。
（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
198－1311・FAX 98－2111

業 務 内 容 社会福祉協議会事務局での事務補助業務
応 募 対 象 昭和35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22年４月１日～平成22年９月30日
勤 務 時 間 ９時00分～17時00分
勤務予定日数 ５日／週（出勤日　月～金）
賃　　　金 830円／時間

必 要 資 格
パソコン経験（word・excelなど）

普通自動車免許

そ　の　他
社会保険及び雇用保険加入

通勤手当なし（マイカー通勤可）

募 集 期 間
平成22年２月26日（金）まで

午前９時～午後５時まで（土日・祝祭日を除く）

採 用 選 考
平成22年３月10日（水）実施

（採用選考の詳細は、後日応募者に通知します。）


