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プルトップありがとう！！ 平成30年８月７日現在
約544kg集まりました。

第114号
9月発行

主な記事
１面・２面
　　：吹田市災害ボラン

ティアセンター
３面：教えて！きらら
　　　（共同募金）
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。

精神保健福祉ボランティア養成講座

シンポジウム開催
◆日　時：12月４日（火）13時～15時
◆場　所：メイシアター

障がい者（なかま）のパフォーマンス
◆日　時：12月８日（土）13時～15時30分
◆場　所：メイシアター
●問い合わせ：市障がい福祉室
　　　　　　　（☎06・6384・1349）

ご存知ですか？
12月3日～9日は障がい者週間です

　市内の高齢者施設などで、２時間程度お話し相手や
囲碁・将棋の相手などを行う活動です。
　３日間の講座を受講し、サポーターとして活動する
と「ポイント」が付与され、助成金が交付されます。
◆対　象：65歳以上の吹田市民で介護保険料の滞納が
　　　　　なく、介護保険サービスを利用していない方
◆場　所：総合福祉会館２階　第３会議室
◆時　間：毎回14時～16時　　◆参加費：無料
●問い合わせ：総務課
＜介護支援サポーター養成研修スケジュール＞

○地域福祉活動計画の中間年を迎え、33地区福祉委
員会及び関連７団体との懇談会を実施しました。
○ひとり暮らし高齢者が地域で安心して暮らせるよう
福祉施設などと連携し、数地区の福祉委員会でかぎ
預かり事業に取り組みました。
○ボランティアセンター登録94団体を対象に、交流
会を開催し、団体同士のつながりが深まる場を設け
ました。
○生活支援コーディネーターが、住民主体の地域づく
りを考える「支え合いの地域づくりフォーラム」を
開催しました。
○日常生活自立支援事業について、地区福祉委員や関
係機関などに、報告会を実施しました。

　精神障がいの理解を深め、精神保健福祉ボランティ
ア活動を始めるための３回講座です。
◆日　時：11月13日（火）・20日（火）・28日（水）
　　　　　13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館１階　集会室
◆申込み：10月１日（月）～
◆定　員：先着40人
◆参加費：無料（ボランティア活動保険未加入の方は
　　　　　各自300円負担）
●問い合わせ：ボランティアセンター

吹田コスモスの会（認知症家族の会）電話相談
１人で悩まず、お話してみませんか？
◎相談日　毎月第１火曜日　10時～12時
●問い合わせ：地域福祉課

求む！ 65歳以上の力！
介護支援サポーター

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階 ●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●ボランティアセンター（☎06・6339・1210）
●地域福祉課　　　　（☎06・6339・1254）
●総務課　　　　　　（☎06・6339・1205）

吹田市社協からのお知らせ

活動報告については、次のページへ☞

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

社協だより
すいた

平成29年度 事業報告・決算報告

日常生活の様々な悩みや心配ごとに、経験豊かな相談
員が応じます。相談の内容は問いません。
◆相談日　毎週水曜日　13時～15時
◆場　所　総合福祉会館２階　吹田市社協
※予約不要（来館での相談です）
※相談無料　※秘密は厳守いたします。
●問い合わせ：総務課

心配ごと相談

手に汗にぎる運動会。 楽しいイベントがもりだくさんです。

内本町デイで

いつでも見学
お待ちしております

 元気！

実施月 1回目 2回目 3回目
10 月 15日（月） 23日（火） 30日（火）
11 月 12日（月） 20日（火） 27日（火）
12 月 ３日（月） 11日（火） 18日（火）

平成29年度 社会福祉事業会計決算概要（資金収支計算書より）
収　　入    金額（千円）

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他収入
　　 当期収入計　①

13,873
5,532
78,080
120,381
3,278
70,327
7,326
48,153
346,950

支　　出    金額（千円）
法人運営事業
ボランティア活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
居宅介護支援事業
内本町デイサービス事業
福祉ボランティア基金事業
　　 当期支出計　②

203,031
686

28,901
1,473
6,209
22,056
11,725
65,020
1,953

341,054
当期収支差額（①－②） 5,896千円

　６月18日に発生した大阪北部地震で、吹田市では震度５強を記録しました。市内では、多くの家屋等が
被害を受けました。地震の発生を受け、吹田市社協は地区福祉委員会や吹田市ボランティア連絡会をはじめ、
様々な団体や関係機関と連携して、被災状況の情報共有や現地調査を行いました。
　翌６月19日には、吹田市からの要請を受け「吹田市災害ボランティアセンター」を設置。同時に困り事
の相談やボランティアの受付を開始しました。市内外から、たくさんのボランティアに参加いただき支援活
動を行いました。７月２日からは、きららスマイルセンター（復興支援センター）として、市内のボランテ
ィアを中心に引き続き支援活動を行いました。
－ご協力・ご支援いただきました全ての方々へ、心よりお礼申し上げます。－
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　　 （共同募金）
４面：吹田市社協からの

お知らせ

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

だよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだより

吹田市災害ボランティアセンター・きららスマイルセンター（復興支援センター）設置【平成30年6月19日～7月31日】

 助け合いの輪が吹田で広がりました！
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吹田市社協　　
イメージキャラクター　　

「きらら」

　市内で大規模な災害（地震や水害など）が発生
した時に、吹田市の要請を受けて吹田市社協が設
置・運営します。被災者の困り事を聞くと共に、
支援のために集まったボランティアと被災者をつ
なぎ、自宅の片付けなどの生活再建をお手伝いし
ます。さまざまな機関や団体の協力を得ながら復
興支援に取り組みます。

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 　　すいた社協だよりは、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。

赤い羽根共同募金は地域の様々な活動に
使われているんだね！

この社協だよりも共同募金
の配分金で作られているん
だね！

皆さまからのあたたかい募金を
お待ちしています！
●問い合わせ：吹田地区募金会（吹田市社協内）
　　　　　　　（☎06・6339・1205）

「共同募金運動」は、社会福祉法に位
置づけられた、地域の福祉活動を推進
するための募金だよ。ご協力いただい
た募金は、皆さんの町の地区福祉委員
会の活動や、府内の福祉施設・団体の
活動に役立てられているよ。

 災害ボランティアセンターって？  災害ボランティアセンターの役割

  若い力を発揮！

家具の運び出し

  丁寧に作業を実施！

床はがし

にぎにぎ大作戦！

おしぼり作成！

  地元の地理に詳しいボランティアさん！

送迎で大活躍

  専門的な技術を活かした活動！

屋外作業

災害ボランティアセンター
　きららスマイルセンター
　（復興支援センター）　
（設置期間：６月19日
　　　　　　～７月31日）
☆依頼件数 376件
☆述べ活動人数 1,285人
☆ボランティア数 663人

戸別募金
主に自治会を通
じてご協力いた
だく募金だよ。

法人募金
企業や商店などに
ご協力いただいて
いるよ。

学校募金
公立の幼稚園、保
育園、小・中学校
で行っているよ。

街頭募金
駅前やスーパーなどで呼びか
けて行う募金だよ。10月1日
には市内一斉に街頭募金も行
っているよ！参加してみたい
方は問い合わせ先までご連絡
くださいね。

募金箱募金
地域の施設や商店等に
募金箱を設置していた
だいているよ。設置に
ご協力いただける方は
問い合わせ先までご連
絡くださいね。

バッジ募金
記念バッジによる募金
だよ。ひとつ500円で、
地区募金会
窓口で取り
扱っている
よ。

その他にも…
社協の広報物や年１回の福祉大会
にも使われているよ。

10月1日～12月25日
まで実施します

じぶんのまちを
　　良くするしくみ。

集まった募金は、どんな風に使われているの？

募金にはたくさんの種類があるよ！

地区福祉委員会の活動
おもに広報紙の発行や、研修会な
どに使われているよ。

ボランティア活動の支援
ボランティア連絡会の活動や、毎
年５月に行われるボランティアフ
ェスティバルに使われているよ。

福祉施設の支援
大阪府内の福祉施設の整備や車両
購入に活用され、吹田市内で助成
を受けている施設もあるよ。

共同募金の
使いみち

た の い
ました！

▶活動を通じて、改めて「助け合い」の
大切さを理解することができました。
▶一人一人、役割を発揮できる活動があ
ると実感しました。被災者の気持ちに
寄り添うことや活動から戻ったボラン
ティアを迎えることも立派なボランテ
ィアだと思いました。

▶自分たちだけではどうしようもなく、ボランティアに来ていただき本
当に助かりました。暑い中ご尽力頂き、とても感謝しています。
▶夫の介護もあり精一杯で気力を無くしていたところに、４名の方が来
て下さり、どんなにありがたかったことでしょう。埃だらけの所を綺
麗にして下さり、心よりお礼申し上げます。

活動後のボランティアさんへの
おもてなし

生活再建のお手伝い

声ボランティアさんの

声依頼者の

被災者各地からかけつけた
災害ボランティア

活動の
コーディネート

災害
ボランティアセンター どうしたら

いいかしら
困ったな

お手伝いします！
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◆日　時：11月13日（火）・20日（火）・28日（水）
　　　　　13時30分～15時30分
◆場　所：総合福祉会館１階　集会室
◆申込み：10月１日（月）～
◆定　員：先着40人
◆参加費：無料（ボランティア活動保険未加入の方は
　　　　　各自300円負担）
●問い合わせ：ボランティアセンター

吹田コスモスの会（認知症家族の会）電話相談
１人で悩まず、お話してみませんか？
◎相談日　毎月第１火曜日　10時～12時
●問い合わせ：地域福祉課

求む！ 65歳以上の力！
介護支援サポーター

〒564-0072 吹田市出口町19－2 総合福祉会館2階 ●デイサービスセンター（☎06・6319・3378）
●ボランティアセンター（☎06・6339・1210）
●地域福祉課　　　　（☎06・6339・1254）
●総務課　　　　　　（☎06・6339・1205）

吹田市社協からのお知らせ

活動報告については、次のページへ☞

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

社協だより
すいた

平成29年度 事業報告・決算報告

日常生活の様々な悩みや心配ごとに、経験豊かな相談
員が応じます。相談の内容は問いません。
◆相談日　毎週水曜日　13時～15時
◆場　所　総合福祉会館２階　吹田市社協
※予約不要（来館での相談です）
※相談無料　※秘密は厳守いたします。
●問い合わせ：総務課

心配ごと相談

手に汗にぎる運動会。 楽しいイベントがもりだくさんです。

内本町デイで

いつでも見学
お待ちしております

 元気！

実施月 1回目 2回目 3回目
10 月 15日（月） 23日（火） 30日（火）
11 月 12日（月） 20日（火） 27日（火）
12 月 ３日（月） 11日（火） 18日（火）

平成29年度 社会福祉事業会計決算概要（資金収支計算書より）
収　　入    金額（千円）

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他収入
　　 当期収入計　①

13,873
5,532
78,080
120,381
3,278
70,327
7,326
48,153
346,950

支　　出    金額（千円）
法人運営事業
ボランティア活動推進事業
小地域ネットワーク活動推進事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
日常生活自立支援事業
居宅介護支援事業
内本町デイサービス事業
福祉ボランティア基金事業
　　 当期支出計　②

203,031
686

28,901
1,473
6,209
22,056
11,725
65,020
1,953

341,054
当期収支差額（①－②） 5,896千円

　６月18日に発生した大阪北部地震で、吹田市では震度５強を記録しました。市内では、多くの家屋等が
被害を受けました。地震の発生を受け、吹田市社協は地区福祉委員会や吹田市ボランティア連絡会をはじめ、
様々な団体や関係機関と連携して、被災状況の情報共有や現地調査を行いました。
　翌６月19日には、吹田市からの要請を受け「吹田市災害ボランティアセンター」を設置。同時に困り事
の相談やボランティアの受付を開始しました。市内外から、たくさんのボランティアに参加いただき支援活
動を行いました。７月２日からは、きららスマイルセンター（復興支援センター）として、市内のボランテ
ィアを中心に引き続き支援活動を行いました。
－ご協力・ご支援いただきました全ての方々へ、心よりお礼申し上げます。－

第114号
9月発行

　　 （共同募金）
４面：吹田市社協からの

お知らせ

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

だよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだよりだより

吹田市災害ボランティアセンター・きららスマイルセンター（復興支援センター）設置【平成30年6月19日～7月31日】

 助け合いの輪が吹田で広がりました！


