何かできないか﹂との
想いから始まりました︒
﹁喫茶みなみ山田﹂
では︑コーヒーなどの
飲み物とお菓子を準備
しています︒またポイ
ントカードを発行して
います︒

ここに来て︑
新しい友だちができました︒
毎回︑楽しみにしています︒

●
み んなで楽しく
●な んでも話せる
●
み なみのこだわりの味
●
や さしさいっぱい
●ま ごころいっぱい
●だ れでも大歓迎
日中のお出かけ先に︑
お買い物の休憩に︑ぜ
ひ︑お立ち寄りくださ
い！ 皆さんで一緒に
楽しい時間を過ごしま
しょう︒

赤い 羽 根 共 同 募 金

182,880円
その他募金

875,203円

喫茶みなみ山田

2,089,991円

年度版
﹁きらきら﹂発行

1月 日︵土︶に開催
しました︒
第一部は﹁東日本大
震災に学ぶ﹂と題し︑
宮城県岩沼市民会館元
館長の菅原清氏に講演
していただきました︒
第二部の式典では︑
日頃の地域福祉活動へ
の感謝を込めて表彰
状・感謝状の贈呈を行
いました︒

福祉大会にご参加
ありがとう
ございました

︵☎06・6339・1254︶

﹁きらきら﹂は︑地区福祉委員会の子
育てサロン等︑市内で子育てする方の仲
間づくり情報紙です︒吹田市社協や地区
公民館などに置いています︒
●お問合わせ 吹田市社協

平成

法人募金

学校募金

ご協力ありがとうございました！

1,257,726円

日時

9,354,424円

皆さまからご協力い
ただいた募金は︑地区
福祉委員会による地域
での支え合い活動や︑
社会福祉施設︑団体の
活動に活
かされて
います︒

戸別募金

街頭募金

毎月第1･3
木曜日

募金額

正午〜午後3時

場所 長野町会館
︵長野西8 ー ︶
お茶代 100円

平成 年度赤い羽根
共同募金運動は︑自治
会や地区福祉委員会︑
民生児童委員協議会を
はじめ︑多くの方々に
ご支援・ご協力をいた
だき︑終了しました︒

配分申請の受け付け

13,760,224 円
別

種

想いが
地域に
届きます
大阪府共同募金会で
皆さんからご協力い は︑平成 年度の配分
ただいた地域ふくし協 申請を受け付けます︒
力金︵賛助会費︶は︑地 ◆受付期間
区福祉委員会のサロン
5月1日︵金︶
活動や吹田市社協の事
〜 日︵水︶
業などに活用されます︒ ◆受付場所
吹田地区募金会
︵吹田市社協内︶
※詳細は4月以降に大
阪府共同募金会ホーム
ページをご覧ください︒

平成26年度 吹田地区募金会実績

共同募金で子育てを応援！

20

合計

26

より身近な場所で想いがカタチになっています！

「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。

27

27

未 来の吹 田が
こんなまちになったらいいな

例えば、研修の開催 など

﹁すいた社協だより﹂
100号を記念して︑
イメージキャラクター
が誕生しました︒
〜 名前を応募いただいた方からのメッセージ〜
応募総数114通の
中から決定した名前を
福祉大会で発表しまし
た︒

地域に貢献する！
施設連絡会

福祉大会の
詳しい様子は
コチラ⬇

ホームページで
社協の活動
発 信 中！

いつでも！だれでも！どこでも！
ボランティア

地域のつながりづくりで、みんなが主役！
地区福祉委員会

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

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。

1/3（約167円）が

南山田地区

春号

25

吹田市社協の活動に！

ともに助け合い
活気あふれるまち（20代）

みんながふくしのことを
しってくれるといいな〜（小2）

！
！

ブログは
このボタンをクリック！

例えば、子育てサロン、
いきいきサロン、ふれあい昼食会 など

市民同士がみんなの
幸せを願い、いつでも、
どこでも、誰とでも、
声がかけられる町に
なってほしい
（50代）

人が集まるような
居場所
（サロン）
があって、
いつでも気軽に話ができる所
があるといいな（60代）

みんなが家族のように、
お互いを応援し、心配し、
支え合える、安心して
暮らせるまち（30代）

キャラクターデザイン
田坂江里 氏
名前の応募﹁きらら﹂
尾崎房代 氏

皆 さん の 優し
い 心を
集 めます。

24

2/3（約333円）が
地区福祉委員会の活動に！

500円
ご協力いただくと…

！
！

ロディーを
あた た か い メ
皆 さんに情
奏 で、地 域 の
いきます。
て
報を 発 信し

サツキの
ラッパ

ハートの
ポケット

どなたでもお越しください！
幸 せ を 運 んで
くれる
はとのお友だ
ちです。

の声 を
地 域の 皆さん
す。
ま
き
で
が
聞く事

シールを10枚
ためると記念品が
もらえます！

吹田市社協 イメージキャラクター決定！

きらら
はとの
お友だち
サツキの
ヘッドホン

南山田地区福祉委員
会︵小山章委員長︶で
は︑昨年 月から﹁喫
茶みなみ山田﹂がオー
プンしました︒
南山田地区福祉委員
会のボランティアグル
ー プ あ い あ い の ︑﹁ 自
分たちの身近な地域で

すいた

11

第100号

（4）

社 協 だ よ り
平成27年（2015年）３月15日
平成27年（2015年）３月15日

社 協 だ よ り
（1）

吹田市社協 検索

これから

こどもも大人も吹田の未来を語り合いました！
や し て ほ し い ﹂﹁ お 年
寄りの手伝いをする﹂
等の意見が出ました︒

☆地区福祉委員会
地区福祉委員会と
の懇談会を行いました︒
各地区も第3次5か年
計画策定に取り組みま
した︒

この事業は︑善意銀
行にいただいたご寄付
で行っています︒今後
も皆様の温かい善意を
お待ちしています︒

☆第３回策定委員会
2月の策定委員会で
は︑①地区や団体との
懇談会まとめ ②﹁す
いこれ﹂のまとめ ③
地区福祉委員長や職員
による第2次計画評価
④第3次計画素案につ
いて意見を伺いました︒
策定委員からは﹁人
や団体が新しく繋がる
きっかけづくりとなっ
た﹃すいこれカフェ﹄
は今後も継続してほし
い﹂との声がありまし
た︒
委員の皆さんからい
ただいた意見は第3次
計画策定に活かしてい
きたいと思います︒

急な家庭状況の変化
は︑誰にでも起こりう
ることです︒今回の事
例では︑公的な支援に

ＣＳＷ︵コミュ
ニティソーシャル
ワーカー︶は︑地
域の皆さんのお困
りごとの解決にあ
たる﹁地域の福祉
相談員﹂です︒

つなげるとともに︑地
域の支え合う力で相談
者の悩みに応えること
ができました︒

●お悩み・お困りごとの相談は︑吹田市社協
ＣＳＷ︵☎06・6339・1254︶まで︒

第 回 吹田ボランティアフェスティバル
出展団体募集中！

●問い合わせ
ボランティアセンター
︵ ボランティアフェス
ティバル事務局︶
まで
︵☎06・6339・1254︶
︵4 06・6339・1202︶

−身近なことから人権を考えてみませんか−」

人権意識
「育てよう 一人一人の

吹田市社協では︑地 た︒
域住民の皆さんから︑
第3次計画の策定委
懇談会や吹田のこれか 員長である新崎国広准
らを考える﹁すいこれ 教授︵大阪教育大学︶
カフェ﹂を通して多く から﹁福祉って何だろ
の意見を聞き︑来年度 う ？ ボ ラ ン テ ィ ア っ
から始まる﹁第3次地 て？相手を想いやるこ
域福祉活動計画﹂の策 と﹂等︑講義を行いま
定に取り組んでいます︒ した︒続いて﹁吹田が
こんなまちになったら
いいな︑こんなことが
できるかな﹂をテーマ
にグループワーク形式
で自由に意見を出し合
い ま し た ︒﹁ み ん な 仲
良く笑顔あふれるまち
に な っ て ほ し い ﹂﹁ 福
祉体験をする授業を増
☆ すいこれ 小・中学校
吹田のこれからを担
う子どもたちの声を聞
く機会を初めて企画し
ました︒ 月と1月に
小・中学校に赴き︑学
校や地区福祉委員会の
協力のもと実施しまし
ン・佐井寺地区福祉委
員会の皆さんが参加し
てくれました︒2頭の
セラピードッグとゲー
ム等を通して楽しいひ
とときを過ごしました︒
参加者からは﹁犬が
苦手でしたが︑癒され
ました﹂と喜びの声を
聞くことができました︒
体験後の茶話会では︑
参加者の皆さんで和や
かにおしゃべりしなが
ら︑交流しました︒

ボランティアセンター

ボランティア活動保険
加入受付中！
安心してボランティ
ア活動に取り組めるよ
うに︑ボランティア保
険︵申し込みの翌日か
ら翌年3月 日まで適
用︶の加入の受付を行
っています︒

相談者

平成 年5月 日
コミュニティサロンの ︵日︶︑午前 時〜午後
参加者募集！
3時まで吹田市役所駐
車場にて開催します︒
ボランティアグルー
プや市民活動団体の活
動紹介や展示︑ステー
ジ発表など子どもから
大人まで楽しんでいた
だけるイベントです︒
ボランティア相談コ
ーナーや体験コーナー
もあります︒
出展募集の締め切り
は3月 日︵火︶です︒

●問い合わせ 吹田市社協（☎ 06・6339・1205）

総合福祉会館で毎月
第2・4火曜日の午後
1時〜3時と︑夢つな
がり未来館︵山田西︶
で毎月第1木曜日の午
後2時〜4時︵2階会
議室︶に︑使用済み切
手の整理やプルトップ
の選別を行っています︒
作業後のティータイム
では︑ほっこりとした
時間を過ごしています︒

31

今年で4回目のセラ
ピードッグふれあい体
験は︑工房ヒューマ

ジュース缶などのプルトップを集めると、約
800㎏（ドラム缶約9本分）で車いす1台に交
換してもらえます。平成26年11月〜平成27年
2月20日現在、約286㎏集まりました。

吹田市社協ボランティアセンターからのお知らせ
福祉ボランティア
登録グループ更新受付中

ボランティアセンタ
ーの登録は毎年更新が
必要です︒また︑新た
にセンター登録する団
体も募集しています︒

グループに助成金交付
福祉ボランティア基
金の運用益で助成しま
す︒
対象は︑平成 年3
月 日までにボランテ
ィアセンターに登録し︑
継続して活動している
福祉ボランティアグル
ープ︒有償ボランティ
アは除きます︒
◆申し込み
登録に必要なもの
○登録票︵センターに
あります︶
○会則・名簿
○写真・広報紙など活
動内容のわかるもの

10

2015
日 時
問い合わせ・相談場所
毎週水曜日 午後1時〜3時 06・6339・1205
心配ごと相談
（電話相談は行っていません） 総合福祉会館2階
ボランティア相談 月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分 06・6339・1210
吹田コスモスの会
第1火曜日 午前10時〜正午 06・6339・1210
（認知症家族の会）電話相談
容

内

第2次地域福祉活動計画 重点目標「ひとりひとりが地域に参加 みんなが主役のまちづくり」

①訪問し、現状を把握。
近隣の保育園は空きがなく入所できない。
②市役所子育て支援室や、近隣の民間保育園（スマイ
ルサポーター）に相談。
「一時預かり事業」や「無認
可保育園」等について情報提供。
③地区福祉委員会が取り組む「子育てサロン」に一緒
に参加。
昨年のフェスティバルの様子

①地区福祉委員からの相談。
②母親が体調を崩したため、
祖父母が孫（乳児）
を預か
り、24時間面倒をみている。
③何か利用できる支援やサポートはないか。
●詳細・問い合わせ
吹田市社協（☎ 06・6339・1205）

31

随時、一日体験を受け付けています。お気
軽にお問い合わせください。

※収集の際には怪我にご注意ください。ペットボトルの中への収集はご遠慮ください。

吹田市社協の活動に賛同、参画いただける地域
の福祉関係団体や法人を募集しています。
施設連絡会への加入は、組織構成会員であるこ
とが必要です。

27

33

デイサービス体験できます！

CSWが支援した内容
◆相談窓口のご案内◆

プルトップ、ありがとう!!
平成 27年度
組織構成会員・施設連絡会員を
募集しています

31

◇施設連絡会員年会費
一口 2,000 円

かわいい〜♪
（ワークセンターくすの木にて）

内本町デイサービスセンター
（☎ 06・6319・3378）
●問い合わせ

26

利用者さんの「あった
らい い な」を 形 にして、
「手ぶらでデイ（洗濯）サ
ービス」に続き、
「夕食弁
当お持ち帰りサービス」

17

新サービス 続々登場！

17

◇組織構成会員年会費
一口 3,000 円

セラピードッグ
ふれあい体験

in

12

善意銀行
4月1日︵水︶〜 日︵金︶

を始めました。
お弁当は、デイサービ
スの厨房で調理しており、
バランスのとれたメニュ
ーです。
（ 1食 540 円）利
用者さんからは「おいし
デイでの昼食も
いよ！」と大好評です。
夕食のお弁当も楽しみ

31

内本町

（2）

社 協 だ よ り
平成27年（2015年）３月15日
平成27年（2015年）３月15日

社 協 だ よ り
（3）

これから

こどもも大人も吹田の未来を語り合いました！
や し て ほ し い ﹂﹁ お 年
寄りの手伝いをする﹂
等の意見が出ました︒

☆地区福祉委員会
地区福祉委員会と
の懇談会を行いました︒
各地区も第3次5か年
計画策定に取り組みま
した︒

この事業は︑善意銀
行にいただいたご寄付
で行っています︒今後
も皆様の温かい善意を
お待ちしています︒

☆第３回策定委員会
2月の策定委員会で
は︑①地区や団体との
懇談会まとめ ②﹁す
いこれ﹂のまとめ ③
地区福祉委員長や職員
による第2次計画評価
④第3次計画素案につ
いて意見を伺いました︒
策定委員からは﹁人
や団体が新しく繋がる
きっかけづくりとなっ
た﹃すいこれカフェ﹄
は今後も継続してほし
い﹂との声がありまし
た︒
委員の皆さんからい
ただいた意見は第3次
計画策定に活かしてい
きたいと思います︒

急な家庭状況の変化
は︑誰にでも起こりう
ることです︒今回の事
例では︑公的な支援に

ＣＳＷ︵コミュ
ニティソーシャル
ワーカー︶は︑地
域の皆さんのお困
りごとの解決にあ
たる﹁地域の福祉
相談員﹂です︒

つなげるとともに︑地
域の支え合う力で相談
者の悩みに応えること
ができました︒

●お悩み・お困りごとの相談は︑吹田市社協
ＣＳＷ︵☎06・6339・1254︶まで︒

第 回 吹田ボランティアフェスティバル
出展団体募集中！

●問い合わせ
ボランティアセンター
︵ ボランティアフェス
ティバル事務局︶
まで
︵☎06・6339・1254︶
︵4 06・6339・1202︶

−身近なことから人権を考えてみませんか−」

人権意識
「育てよう 一人一人の

吹田市社協では︑地 た︒
域住民の皆さんから︑
第3次計画の策定委
懇談会や吹田のこれか 員長である新崎国広准
らを考える﹁すいこれ 教授︵大阪教育大学︶
カフェ﹂を通して多く から﹁福祉って何だろ
の意見を聞き︑来年度 う ？ ボ ラ ン テ ィ ア っ
から始まる﹁第3次地 て？相手を想いやるこ
域福祉活動計画﹂の策 と﹂等︑講義を行いま
定に取り組んでいます︒ した︒続いて﹁吹田が
こんなまちになったら
いいな︑こんなことが
できるかな﹂をテーマ
にグループワーク形式
で自由に意見を出し合
い ま し た ︒﹁ み ん な 仲
良く笑顔あふれるまち
に な っ て ほ し い ﹂﹁ 福
祉体験をする授業を増
☆ すいこれ 小・中学校
吹田のこれからを担
う子どもたちの声を聞
く機会を初めて企画し
ました︒ 月と1月に
小・中学校に赴き︑学
校や地区福祉委員会の
協力のもと実施しまし
ン・佐井寺地区福祉委
員会の皆さんが参加し
てくれました︒2頭の
セラピードッグとゲー
ム等を通して楽しいひ
とときを過ごしました︒
参加者からは﹁犬が
苦手でしたが︑癒され
ました﹂と喜びの声を
聞くことができました︒
体験後の茶話会では︑
参加者の皆さんで和や
かにおしゃべりしなが
ら︑交流しました︒

ボランティアセンター

ボランティア活動保険
加入受付中！
安心してボランティ
ア活動に取り組めるよ
うに︑ボランティア保
険︵申し込みの翌日か
ら翌年3月 日まで適
用︶の加入の受付を行
っています︒

相談者

平成 年5月 日
コミュニティサロンの ︵日︶︑午前 時〜午後
参加者募集！
3時まで吹田市役所駐
車場にて開催します︒
ボランティアグルー
プや市民活動団体の活
動紹介や展示︑ステー
ジ発表など子どもから
大人まで楽しんでいた
だけるイベントです︒
ボランティア相談コ
ーナーや体験コーナー
もあります︒
出展募集の締め切り
は3月 日︵火︶です︒

●問い合わせ 吹田市社協（☎ 06・6339・1205）

総合福祉会館で毎月
第2・4火曜日の午後
1時〜3時と︑夢つな
がり未来館︵山田西︶
で毎月第1木曜日の午
後2時〜4時︵2階会
議室︶に︑使用済み切
手の整理やプルトップ
の選別を行っています︒
作業後のティータイム
では︑ほっこりとした
時間を過ごしています︒
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今年で4回目のセラ
ピードッグふれあい体
験は︑工房ヒューマ

ジュース缶などのプルトップを集めると、約
800㎏（ドラム缶約9本分）で車いす1台に交
換してもらえます。平成26年11月〜平成27年
2月20日現在、約286㎏集まりました。

吹田市社協ボランティアセンターからのお知らせ
福祉ボランティア
登録グループ更新受付中

ボランティアセンタ
ーの登録は毎年更新が
必要です︒また︑新た
にセンター登録する団
体も募集しています︒

グループに助成金交付
福祉ボランティア基
金の運用益で助成しま
す︒
対象は︑平成 年3
月 日までにボランテ
ィアセンターに登録し︑
継続して活動している
福祉ボランティアグル
ープ︒有償ボランティ
アは除きます︒
◆申し込み
登録に必要なもの
○登録票︵センターに
あります︶
○会則・名簿
○写真・広報紙など活
動内容のわかるもの

10

2015
日 時
問い合わせ・相談場所
毎週水曜日 午後1時〜3時 06・6339・1205
心配ごと相談
（電話相談は行っていません） 総合福祉会館2階
ボランティア相談 月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分 06・6339・1210
吹田コスモスの会
第1火曜日 午前10時〜正午 06・6339・1210
（認知症家族の会）電話相談
容

内

第2次地域福祉活動計画 重点目標「ひとりひとりが地域に参加 みんなが主役のまちづくり」

①訪問し、現状を把握。
近隣の保育園は空きがなく入所できない。
②市役所子育て支援室や、近隣の民間保育園（スマイ
ルサポーター）に相談。
「一時預かり事業」や「無認
可保育園」等について情報提供。
③地区福祉委員会が取り組む「子育てサロン」に一緒
に参加。
昨年のフェスティバルの様子

①地区福祉委員からの相談。
②母親が体調を崩したため、
祖父母が孫（乳児）
を預か
り、24時間面倒をみている。
③何か利用できる支援やサポートはないか。
●詳細・問い合わせ
吹田市社協（☎ 06・6339・1205）
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随時、一日体験を受け付けています。お気
軽にお問い合わせください。

※収集の際には怪我にご注意ください。ペットボトルの中への収集はご遠慮ください。

吹田市社協の活動に賛同、参画いただける地域
の福祉関係団体や法人を募集しています。
施設連絡会への加入は、組織構成会員であるこ
とが必要です。

27

33

デイサービス体験できます！

CSWが支援した内容
◆相談窓口のご案内◆

プルトップ、ありがとう!!
平成 27年度
組織構成会員・施設連絡会員を
募集しています

31

◇施設連絡会員年会費
一口 2,000 円

かわいい〜♪
（ワークセンターくすの木にて）

内本町デイサービスセンター
（☎ 06・6319・3378）
●問い合わせ

26

利用者さんの「あった
らい い な」を 形 にして、
「手ぶらでデイ（洗濯）サ
ービス」に続き、
「夕食弁
当お持ち帰りサービス」

17

新サービス 続々登場！

17

◇組織構成会員年会費
一口 3,000 円

セラピードッグ
ふれあい体験

in

12

善意銀行
4月1日︵水︶〜 日︵金︶

を始めました。
お弁当は、デイサービ
スの厨房で調理しており、
バランスのとれたメニュ
ーです。
（ 1食 540 円）利
用者さんからは「おいし
デイでの昼食も
いよ！」と大好評です。
夕食のお弁当も楽しみ

31

内本町

（2）

社 協 だ よ り
平成27年（2015年）３月15日
平成27年（2015年）３月15日

社 協 だ よ り
（3）

何かできないか﹂との
想いから始まりました︒
﹁喫茶みなみ山田﹂
では︑コーヒーなどの
飲み物とお菓子を準備
しています︒またポイ
ントカードを発行して
います︒

ここに来て︑
新しい友だちができました︒
毎回︑楽しみにしています︒

●
み んなで楽しく
●な んでも話せる
●
み なみのこだわりの味
●
や さしさいっぱい
●ま ごころいっぱい
●だ れでも大歓迎
日中のお出かけ先に︑
お買い物の休憩に︑ぜ
ひ︑お立ち寄りくださ
い！ 皆さんで一緒に
楽しい時間を過ごしま
しょう︒

赤い 羽 根 共 同 募 金

182,880円
その他募金

875,203円

喫茶みなみ山田

2,089,991円

年度版
﹁きらきら﹂発行

1月 日︵土︶に開催
しました︒
第一部は﹁東日本大
震災に学ぶ﹂と題し︑
宮城県岩沼市民会館元
館長の菅原清氏に講演
していただきました︒
第二部の式典では︑
日頃の地域福祉活動へ
の感謝を込めて表彰
状・感謝状の贈呈を行
いました︒

福祉大会にご参加
ありがとう
ございました

︵☎06・6339・1254︶

﹁きらきら﹂は︑地区福祉委員会の子
育てサロン等︑市内で子育てする方の仲
間づくり情報紙です︒吹田市社協や地区
公民館などに置いています︒
●お問合わせ 吹田市社協

平成

法人募金

学校募金

ご協力ありがとうございました！

1,257,726円

日時

9,354,424円

皆さまからご協力い
ただいた募金は︑地区
福祉委員会による地域
での支え合い活動や︑
社会福祉施設︑団体の
活動に活
かされて
います︒

戸別募金

街頭募金

毎月第1･3
木曜日

募金額

正午〜午後3時

場所 長野町会館
︵長野西8 ー ︶
お茶代 100円

平成 年度赤い羽根
共同募金運動は︑自治
会や地区福祉委員会︑
民生児童委員協議会を
はじめ︑多くの方々に
ご支援・ご協力をいた
だき︑終了しました︒

配分申請の受け付け

13,760,224 円
別

種

想いが
地域に
届きます
大阪府共同募金会で
皆さんからご協力い は︑平成 年度の配分
ただいた地域ふくし協 申請を受け付けます︒
力金︵賛助会費︶は︑地 ◆受付期間
区福祉委員会のサロン
5月1日︵金︶
活動や吹田市社協の事
〜 日︵水︶
業などに活用されます︒ ◆受付場所
吹田地区募金会
︵吹田市社協内︶
※詳細は4月以降に大
阪府共同募金会ホーム
ページをご覧ください︒

平成26年度 吹田地区募金会実績

共同募金で子育てを応援！

20

合計

26

より身近な場所で想いがカタチになっています！

「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。

27

27

未 来の吹 田が
こんなまちになったらいいな

例えば、研修の開催 など

﹁すいた社協だより﹂
100号を記念して︑
イメージキャラクター
が誕生しました︒
〜 名前を応募いただいた方からのメッセージ〜
応募総数114通の
中から決定した名前を
福祉大会で発表しまし
た︒

地域に貢献する！
施設連絡会

福祉大会の
詳しい様子は
コチラ⬇

ホームページで
社協の活動
発 信 中！

いつでも！だれでも！どこでも！
ボランティア

地域のつながりづくりで、みんなが主役！
地区福祉委員会

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

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。

1/3（約167円）が

南山田地区

春号
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吹田市社協の活動に！

ともに助け合い
活気あふれるまち（20代）

みんながふくしのことを
しってくれるといいな〜（小2）

！
！

ブログは
このボタンをクリック！

例えば、子育てサロン、
いきいきサロン、ふれあい昼食会 など

市民同士がみんなの
幸せを願い、いつでも、
どこでも、誰とでも、
声がかけられる町に
なってほしい
（50代）

人が集まるような
居場所
（サロン）
があって、
いつでも気軽に話ができる所
があるといいな（60代）

みんなが家族のように、
お互いを応援し、心配し、
支え合える、安心して
暮らせるまち（30代）

キャラクターデザイン
田坂江里 氏
名前の応募﹁きらら﹂
尾崎房代 氏

皆 さん の 優し
い 心を
集 めます。

24

2/3（約333円）が
地区福祉委員会の活動に！

500円
ご協力いただくと…

！
！

ロディーを
あた た か い メ
皆 さんに情
奏 で、地 域 の
いきます。
て
報を 発 信し

サツキの
ラッパ

ハートの
ポケット

どなたでもお越しください！
幸 せ を 運 んで
くれる
はとのお友だ
ちです。

の声 を
地 域の 皆さん
す。
ま
き
で
が
聞く事

シールを10枚
ためると記念品が
もらえます！

吹田市社協 イメージキャラクター決定！

きらら
はとの
お友だち
サツキの
ヘッドホン

南山田地区福祉委員
会︵小山章委員長︶で
は︑昨年 月から﹁喫
茶みなみ山田﹂がオー
プンしました︒
南山田地区福祉委員
会のボランティアグル
ー プ あ い あ い の ︑﹁ 自
分たちの身近な地域で

すいた

11

第100号

（4）

社 協 だ よ り
平成27年（2015年）３月15日
平成27年（2015年）３月15日

社 協 だ よ り
（1）

吹田市社協 検索

