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プルトップありがとう！！ 平成29年11月９日現在
約837kg集まりました。

日　時：平成29年12月25日（月）13時～15時
場　所：吹二地区公民館
参加費：100円（お茶代含む）　
◎ふれあいサロン「トマト」は、毎月第４月曜
　日に開催しています。（８月を除く）

　高次脳機能障がい者の方を介護されている同じ立場
の家族が互いに悩みや困りごとを相談できる場です。
１部は「言語療法士による講演」、
２部は「家族交流会」です。　
◆日　時：平成30年2月17日（土）10時～12時
◆場　所：千里山コミュニティセンター
　　　　　多目的ホール　
●問い合わせ・申込み（地域福祉課）

平成30年5月27日（日）に開催され、今回で20回目を迎
えます。最優秀賞にはプレゼントも！
◆応募規格：B3版の画用紙
◆応募方法：住所・氏名・年齢・電話番号を明記し、
　　　　　　吹田市社協へ持参または郵送して下さい。
◆締切り：平成30年2月9日（金）消印有効　
　
●問い合わせ・申込み（ボランティアセンター）

ボランティアの心構えや活動の紹介をします。
◆日　時：平成30年3月6日（火）13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料
◆申込み：平成30年2月1日～

相手にゆっくり寄り添い、お話を聴く活動です。
（5回講座）
◆日　時：平成30年2月9日・16日・23日、3月2日・9日
　　　　　すべて（金）10時～12時
◆場　所：夢つながり未来館
◆参加費：2,000円
◆申込み：平成30年1月4日～

精神保健福祉ボランティア活動を学びませんか。
（3回講座）
◆日　時：平成30年2月3日・10日・24日すべて（土）
　　　　　10時～12時　※実習あり
◆場　所：総合福祉会館
◆参加費：無料（ボランティア活動保険未加入の方は
　　　　　300円負担）
◆申込み：平成29年12月1日～

★平成30年きららカレンダー
　配布中！ 
ご希望の方は事務局窓口まで。
※在庫がなくなり次第、
　終了させていただきます。　
★社協だより掲示版を作成！ 
１月に自治会をとおして
お届けします。　

●問い合わせ（地域福祉課）

　平成30年度版「きらきら」は、子育てをしている方の
ための仲間づくり情報紙です。会員募集中の「子育てサ
ークル」や、地区福祉委員会の「子育てサロン」の情報
を中心に掲載します。掲載希望サークルは平成30年1月
19日（金）までにご相談ください。　
●問い合わせ（地域福祉課）

　平成30年1月27日（土）13時30分から、千里市民セ
ンター大ホールにて開催します。第１部は㈱千房中井
社長の講演を、第２部は日頃の活動への感謝を込めて
表彰状・感謝状の贈呈式を行います。　
●問い合わせ（地域福祉課）　

　厚生労働大臣表彰
　◦吹田･曠の会　
　大阪府社協会長表彰
　◦吹一地区福祉委員会
　◦吹六地区福祉委員会　
　大阪府社会福祉ボランティア知事表彰
　◦MUSの会
　◦江坂大池小学校

吹二地区福祉委員会 では「一人の不幸も見逃さない」を地区のスローガンに掲げ、いろいろな活動を行
っています。吹二地区福祉委員会の活動の一つに、ふれあいサロン「トマト」があります。
　ふれあいサロン「トマト」では、毎回福祉委員さんが腕を振るい、季節に合わせたお菓子を手作りされ、地
域の皆さんをお出迎えします。
　「今日も寒いね。」「どこかへお出かけしてたの？」福祉委員さんは、いつも参加者ひとりひとりに声をかけ
ながらコミュニケーションを取ることを大切にされています。
　ふれあいサロン「トマト」は皆さんをお待ちしています。ご近所のお友達同士でも、もちろんおひとりでも、
ぜひお越しください。
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紙面をリニューアルしました！

吹二地区福祉委員会スローガン

    

これに先立ち、大阪府社会
福祉大会、全国社会福祉大
会で表彰がありました。
おめでとうございます。
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千一地区福祉委員会 の
ふれあい昼食会では、毎年12月にもちつき昼食会
を開催し、福祉委員さんがおもちをついて、参加者
にふるまいます。参加者からは「つきたてのもちは
とてもおいしい。」「季節を感じることができてうれ
しい。」と言葉を交わしながら、笑顔が溢れていま
す。
　また、毎年開催することで「12月のもちつき昼
食会を毎年楽しみにしている。来年も良い年になり
そうです。」といった声もたく
さん聞かれています。

開催回数：年６回
場　　所：古江台市民ホール
対　　象：70歳以上の
　　　　　ひとり暮らし高齢者

「ふれあい昼食会」のご案内 
日　時：平成29年12月20日（水）10時～
場　所：南正雀会館
対　象：就園前の子どもとその保護者　
◎子育てサロン「ちゃぷちゃぷクラブ」は、
　毎月第４水曜日に開催しています。

「クリスマス会」開催案内 

山三地区福祉委員会 のワクワク子育てサロ
ンでは、親子のふれあいや親同士、福祉委員さんと
の交流を大事にして開催しています。
　毎年12月は、大きなツリーを飾り、クリスマス
の雰囲気たっぷりで行っています。みんなでクリス
マスソングを歌ったり、一緒に写真を撮ったりと、

楽しい時間を過ごしています♪サンタさんも
遊びに来てくれるかも！！
　山三地区でしか体験で
きない１日ですので、ご
近所の方はぜひご参加く
ださい♪

日　時：平成29年12月21日（木）10時～
場　所：亥の子谷コミュニティセンター２階　多目的ホール
対　象：就園前の子どもとその保護者　
◎ワクワク子育てサロンは、
　毎月第４木曜日に開催しています。

「クリスマス会」開催案内 

助けあい・参加の
まちづくり３地域  心ふれあう

福祉のひがし

ふれあいのまち  山三

地域で広げる
ふれあい

支えあいの輪（和）

東地区南正雀ブロック の子育てサロン「ち
ゃぷちゃぷクラブ」は、親や福祉委員さんが気軽に
交流でき、子どもたちの笑顔があふれる場になって
います。
　12月のクリスマス会では、サンタさんからお菓
子のプレゼントがあります。
　お近くにお住まいの方は、ぜひご参加いただき、

一緒にクリスマスの楽しい思い出
を作りましょう。
　また、「ちゃぷちゃぷクラブ」
では、毎月第２火曜日はフリース
ペースとして会場を開放しており、
気軽に集うことができますので、
ぜひお越しください。

古江台地区福祉委員会 の
ふれあい昼食会「ひまわり会」では、
毎回、福祉委員さんの手作り料理がふるまわれます。
参加者からは、「心温まる食事を、ありがとうござ
います。」「ひとり暮らしではあまり作らないような
料理が食べられて楽しみ。」「遅れてきても声をかけ
ていただき、温かい雰囲気で感謝しています。」と
いう感想があります。
　12月のクリスマス会
では、福祉委員さん
がサンタさんの帽子
をかぶったり、華
やかな飾りつけを
行っています。

千一地区福祉委員会スローガン

古江台地区福祉委員会スローガン

東地区福祉委員会スローガン

山三地区福祉委員会スローガン

開催回数：年３回
　　　　　（４月・10月・12月）
場　　所：千一地区公民館
対　　象：70歳以上の
　　　　　ひとり暮らし高齢者

「ふれあい昼食会」のご案内 

　　社協だよりは、赤い羽根共同募金の配分金により年4回発行しています。

写真は昨年開催された時の様子です写真は昨年開催された時の様子です

写真は昨年開催された時の様子です写真は昨年開催された時の様子です
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主な記事
１面：吹二地区活動紹

介
２面：東地区・山三地

区活動紹介
３面：千一地区・古江

台地区活動紹介
４面：吹田市社協から

のお知らせ

「社協」とは「社会
福祉協議会」のこ
とです。
社協は自治会はじ
め地域諸団体の協
力を得て地域福祉
活動を推進してい
ます。

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階

  12月のふれあいサロン「トマト」

吹二地区福祉委員会 ふれあいサロン「トマト」

ー12月の地区福祉委員会活動をご紹介しますー
地区福祉委

員会の活動特集！！

●地域福祉課　　　　（☎06・6339・1254）
●ボランティアセンター（☎06・6339・1210）
●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）

各記事に関する申込み・お問い合わせは　吹田市社会福祉協議会 ☎06・6339・1205㈹　※感想、ご意見もお寄せ下さい

吹田ボランティアフェスティバルポスターデザイン募集

ボランティア入門講座

第6回子育て支援傾聴ボランティア養成講座

精神保健福祉ボランティア養成講座

吹田市社協からのお知らせ

もっと身近に！
　もっと知ってほしい！
　　　　　　吹田市社協

吹田市社協福祉大会を開催

子育てサークル情報募集 !!

写真は昨年開催された時の様子です

写真はクリスマス会の様子です

福
祉
委
員
さ
ん
の

手
作
り
ケ
ー
キ
で
す

発行・編集 /社会福祉法人 吹田市社会福祉協議会　〒564-0072 吹田市出口町19－2（総合福祉会館２階）　TEL 06・6339・1205　FAX 06・6339・1202 吹田市社協 検索

紙面をリニューアルしました！

吹二地区福祉委員会スローガン

    

これに先立ち、大阪府社会
福祉大会、全国社会福祉大
会で表彰がありました。
おめでとうございます。

社協だより
すいた

一人の不幸も
  見逃さない

高次脳機能障がい者の家族交流会

内本町デイで

いつでも見学
お待ちしております

 元気！


