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共同募金は、昭和22年に第1回目の運動がスタートして以来、「赤い羽根」をシンボルとして、

民間社会福祉事業の充実と進展に大きな役割を果たしてまいりました。

今年も、10月1日から3カ月間にわたり実施されます共同募金運動に、何卒あたたかいご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

近年、共同募金を取り巻く社会・経済環境はめまぐるしく変化してまいりました。特に、少子高齢化による人口減

少社会が進む中、誰もが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らし続けることができるよう地域福祉の一層の充実

がもとめられています。共同募金は、いま、市町村の社会福祉協議会をはじめきめ細やかな地域福祉活動を支える民

間の活動の財源として期待されています。
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昔の遊びを体験しました！
（山田地区なかよし広場）

８月26日（木）山田地区福祉委員会主催のなかよし広
場が、山田集会所で開催され、小学生達が昔の遊びを
体験しました。
『べったん』『ゴムとび』『竹ぽっくり』『コマ回し』

『ボール遊び（天下町人）』『わなげ』『お手玉』で遊ん
だり、手芸『割れないシャボン玉』作りや、『わらじ』
作りも体験しました。また、手話の体験や、太子町の
昔話の紙芝居もあり、子どもたちは夏休みのひと時を
楽しく過ごしていました。

サカエツアー募集！サカエツアー募集！ 親切！バスの旅行に強い創作旅行屋さん

¡10月22日（金） 時代祭りと初秋の比叡山ドライブウエイの旅！ お一人様 7,800円（昼食付）
太子町内各地（7：30頃）＝＝西本願寺＝＝（11：30）京都御所（時代祭り自由観覧）（13：00）＝＝（昼食）＝＝（比叡山ドライブウエイ）＝＝井筒屋＝＝太子町内各地
（19：00頃）

¡10月26日（火） 紅葉の駒ヶ根ロープウエイとリンゴ食べ放題の旅！ お一人様　9,800円（昼食付）
太子町内各地（7：00頃）＝＝（昼食）＝＝中央アルプス駒ヶ根ロープウエイ（紅葉ベストシーズン）＝＝松川リンゴ園（食べ放題）＝＝
太子町内各地（21：00頃）

¡11月5日（金） ラーメン博物館と紅葉の箕面勝尾寺の旅！がんこにて豪華昼食付！！
お一人様　9,800円（昼食付）

太子町内各地（8：00頃）＝＝ラーメン博物館（手作りラーメン体験）＝＝（12：00）がんこ宝塚苑（昼食）（13：20）＝＝
勝尾寺＝＝大阪難波黒門市場＝＝太子町内各地（18：00頃）

全コース出発帰着はご相談
の上、町内ご自宅近くから。
自由な日程でグループ貸し
切りも相談O.K！
秋のグループ、団体旅行も
好評受付中。
見積相談無料！

株式 
会社 

大阪府知事登録第3－2135号 

10721－98－2951
（ローソン太子町太子店2階）

有 料 広 告

上の太子観光みかん園
1 0721-98-2552（開園期間中）

［入園料金］

大 人 小 人 幼 児
一　般 800円 700円 500円
団　体 720円 630円 450円
（25名以上）

上の太子
みかん狩り
11月30日（火）まで

11月14日（日）は感謝祭

食べ
放題

ぶどう狩りを楽しみました！
（ペアペアクラブ）

“ペアペアクラブ”は、就園前の
子どもとそのお母さん方の子育てサ
ークルです。
９月２日（木）梅鉢観光農園でぶど

う狩りを行いました。
ぶどうの房がたくさん生っている
中から美味しそうな大きなぶどうを
親子一緒に選んで採り、採ったぶど
うをその場でお腹いっぱい食べなが
ら、子育てについてのお喋りをして
楽しいひと時を過ごしました。

母子寡婦福祉会
管外研修
８月８日（日）

母子寡婦福祉会
管外研修
８月８日（日）

手をつなぐ親の会バーベキュー大会
８月22日（日）

太子地区福祉委員会主催による、恒例のふれあい広
場が、９月11日（土）太子集会所で実施されました。
残暑の厳しい一日でしたが、『洋食焼き』『かき氷』

『金魚すくい』など、地区福祉委員さんやボランティ
アさんが担当する模擬店には、朝からたくさんの方々
が訪れ、昼過ぎに売り切れで店じまいをする店がある
程の盛況ぶりでした。
午後からは、“二胡”の演奏グループ『キサンジ』

による演奏会があり、美しい音色で奏でられる昔懐か
しいメロディーに訪れた方々も聞き入っておられまし
た。

地域のふれあいが広がりました
（太子地区ふれあい広場）
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寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額 寄付者芳名 金　額

西　川　恒　成 １０,０００
関　本　幸　男 ３０,０００
辻　本　　　勝 １０,０００
井之上　温　子 １０,０００
天　城　完　二 ５０,０００
南　條　光　晴 １０,０００
吉　田　スミ子 １０,０００

植　木　堅　二 １０,０００
岸　本　幸太郎 １０,０００
舟　橋　敏　之 １０,０００
松　倉　俊　雄 １０,０００
阪　口　明　善 １０,０００
匿　　　　　名 ５０,０００
澤　田　三起子 １０,０００

武　田　光　夫 １０,０００
吉　田　多美子 １０,０００
山　口　益　弘 １０,０００
西　川　欣　克 １０,０００
上　野　敏　一 ２０,０００
田　中　康　昭 １０,０００
池　田　宗　弘 １０,０００

河内音頭で楽しいひと時を
過ごしました！

（生きがい支援事業　盆踊り大会）

町立総合福祉センター２階で実施する『生きがい支
援事業（お達者サロン）』において、８月19日（木）・
20日（金）の２日間、盆踊り大会が行なわれました。
『的当て』や『くじ引き』、『スーパーボールすくい』
に『カキ氷』等の縁日と、『和菓子と抹茶』『杏仁豆腐』
などボランティアさん手作りのおやつもあり、利用者
の皆さんは河内音頭を踊って楽しいひと時を過ごしま
した。

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。

《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12月27日（月）
（平成23年２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。

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 ～

和光会
（老人クラブ）
カラオケ大会
９月１日（水）

身体障害者
福祉協議会
親睦旅行
９月８日（水）
～９日（木）

平成22年６月～８月までの間に、社協へご寄付いただきました皆様 （単位：円）

順不同・敬称略
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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）
①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
②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。

車椅子移乗車『ふれあい号』貸し出し事業を実施しています

平成22年度　特別会員名簿
会　員　名 金　額 会　員　名 金　額 会　員　名 金　額

（単位：円）

７月１日より、各地区福祉委員会を通じまして、ご協力いただ

きました“平成22年度太子町社会福祉協議会一般会費及び特別会
費”は、９月10日現在以下のような実績となっております。これ
もひとえに皆様方の積極的な社協活動及び地区福祉委員会へのご

理解のお陰と深く感謝申し上げます。

ご協力いただきました一般会費の半額は、太子・山田・春日地

区福祉委員会の活動費として、もう半額並びに特別会費は社協の

福祉活動の財源としてそれぞれ有効に活用させていただきます。

“社協会費”は年間通して受付をさせていただいて
おります。ご協力くださる方は、直接社協事務局まで
お届けいただくか、銀行振込にてお納めいただきます
ようお願い致します。

● 詳しくは社協事務局（198－1311）までお問い合わせください ●

◆ 一般会費 ◆

◆ 特別会費 ◆

太　子・葉　室　地区 264,500円

春　日・聖和台　地区 800,500円

山　田・　畑　　地区 442,500円

合　　　計 1,507,500円

144件 895,000円

【取り扱い口座】

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　松井勝人（マツイカツヒト）

社協会費へのご協力ありがとうございます
～平成22年度　太子町社会福祉協議会　一般会費・特別会費　実績報告～

天　城　医　院 ２０,０００
荒　瀬　宏　幸 ５,０００
池　田　繁　作 ５,０００
池　田　辰　好 ５,０００
石　田　　　稔 １０,０００
石　谷　俊　雄 １０,０００
伊　庭　純　夫 ５,０００
今　川　幸　子 ５,０００
岩　田　順　子 ５,０００

㈲好月堂　岩田輔斉 ５,０００
植　木　道　代 ５,０００

上　田　克　治 ５,０００
上　田　真　司 ５,０００
上　田　長　一 １０,０００
上　田　　　力 ５,０００
上　田　シゲ子 ５,０００
上　田　敏　明 ５,０００
上　田　　　弘 ５,０００
上　野　勝　己 ５,０００
上　野　敏　一 ２０,０００
内　田　定　夫 ５,０００
内　田　津ま江 ５,０００

内　田　文　子 ５,０００
内　田　良　美 １０,０００
岡　崎　移　勇 ５,０００
岡　田　順　一 ５,０００
岡　田　敏　秋 ５,０００
岡　本　京　子 ５,０００
岡　本　宗　夫 ５,０００
小　川　徳　三 ５,０００
奥　田　　　啓 ５,０００
㈲ 奥 田 建 材 １０,０００
奥　田　　　進 ５,０００

無料無料
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会　員　名 金　額 会　員　名 金　額 会　員　名 金　額

（単位：円）

順不同・敬称略

松　井　球　子 ５,０００
松　井　行　雄 １０,０００
松　井　良　隆 ５,０００
松　永　勝　司 ５,０００
松　村　すみ子 ５,０００
松　本　利　弘 ５,０００
太子喫茶マツモト ５,０００
村　岡　忠　之 １０,０００
村　山　美佐子 ５,０００
㈲　籾　　　山 １０,０００
籾　山　勝　弘 ５,０００
森　下　哲　代 ５,０００
森　田　幸　枝 ５,０００
森　脇　三　好 ５,０００
安　井　君　子 ５,０００
山　下　　　昭 ５,０００
山　村　一　彦 １０,０００
山　本　佳代子 ５,０００
山　本　楠太郎 ５,０００
山　本　　　孝 ５,０００
山　本　俊　子 ５,０００
山　本　伸　子 ５,０００
山　本　啓　子 ５,０００
山　本　富美子 ５,０００
吉　崎　輝　雄 ５,０００
吉　田　勝　一 ５,０００
吉　田　清　彦 ５,０００
吉　田　弘　子 ５,０００
吉　田　　　博 ５,０００
吉　田　美江子 ５,０００
吉　田　行　正 ５,０００
吉　田　百合子 ５,０００
吉　村　久　平 １０,０００
吉　村　照　子 ５,０００
吉　村　長　徳 ５,０００
吉　村　　　勝 ５,０００
米　田　　　實 ５,０００

辻　田　裕　子 ５,０００
辻本自動車工業 １０,０００
辻　本　節　夫 ５,０００
光　　福　　寺 １０,０００
津　田　尚　文 １０,０００
津　田　和　子 ５,０００
筒　井　敏　夫 ５,０００
筒　井　康　宰 ５,０００
津　守　久　司 ５,０００
土　井　　　進 ２０,０００
中　尾　文　子 ５,０００
中　尾　米　和 ５,０００
仲　谷　禎　之 ５,０００
仲　谷　佐多子 ５,０００
中　辻　　　勇 ５,０００
中　辻　正　一 ５,０００
中 道 建 設 ㈱ １０,０００
中　村　淑　子 ５,０００
西　谷　月　代 ５,０００
西　谷　昌　明 ５,０００
西　山　房　子 ５,０００
蓮　田　登世子 ５,０００
秦　　　カヤ子 ５,０００
林　　　照　代 ５,０００
林　　　英　子 ５,０００
羽　山　　　茂 １０,０００
羽　山　昌　允 ５,０００
東　谷　友　義 ５,０００
本　迫　基代倖 ５,０００
増　田　富美代 ５,０００
松　井　和　子 ５,０００
松　井　勝　人 ３０,０００
松　井　史　郎 １０,０００
松　井　隆　彦 ５,０００
松　井　艶　子 ５,０００
松　井　　　均 ５,０００
松　井　真由美 ５,０００

角　田　佐代子 ５,０００
春　日　薬　局 ５,０００
鎌　田　友　博 １０,０００
川　瀬　昭　治 ５,０００
河　田　忠　久 ５,０００
川　端　三治郎 １０,０００
川　村　節　子 ５,０００
岸　本　宏　子 ５,０００
木　部　悦　朗 ５,０００
京　谷　国　夫 ５,０００
京　谷　　　肇 ５,０００
京　谷　葆　子 ５,０００
桑　原　　　優 ５,０００
桑　原　富基子 ５,０００
阪　上　昭　子 ５,０００
阪　上　久　子 ５,０００
阪　上　真喜子 ５,０００

阪上レンタリース㈱ ５,０００
阪　本　喜久夫 ５,０００
佐　藤　貞　良 ５,０００
澤　村　清　春 ５,０００
澤　村　茂　子 ５,０００
島　田　　　勇 ５,０００
島　津　八　郎 ５,０００
小 路 呉 服 店 １０,０００
小　路　鉄　雄 ５,０００
小　路　史　恵 ５,０００
小　路　光　子 ５,０００
小　路　六津子 ５,０００
小　路　義　弘 １０,０００
杉　山　　　弘 ５,０００

㈱総合ケアステーション春日 ５,０００
武　田　　　廉 ５,０００
田　中　昌　子 ５,０００
田　中　秀　則 ５,０００
田　中　寛　一 １０,０００
田　中　美　幸 ５,０００

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

太子町社会福祉協議会
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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85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

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。

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
が不十分な方が、地域で自立した生活が送れるよう、
福祉サービスの利用手続きの援助や代行、日常的な金
銭管理などの支援を社会福祉協議会が行います。

¡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
（通帳や大切な書類をお預かりします）

ふれあいフリーマーケット
出店者募集!!

日　時 平成22年11月28日（日）
午前9時～午後2時まで

場　所 太子町役場イベント広場
スペース 1ブース（3ｍ×2ｍ）
出店料 1ブース　1,000円

お申し込み・お問い合わせは、総合福祉センター内
社会福祉協議会事務局（1 98－1311）まで！

洋服、アクセサリー、雑貨、おもちゃ、手作り品、
野菜果物など、青空の下で“ふれあい･リサイクル･ボ
ランティア”を合言葉に出店してみませんか？

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。

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、自身の交通安全と健康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がっていくことを目的に、安心・安
全ウォーキング事業を実施しています。

《配布対象者》
太子町に居住されていて事業の趣旨に賛同し継続的に活動していただける方。
※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》
申込者が未成年の場合は、保護者の同意を必要とします。


