
 （2）令和 3 年 9 月 1 日 第172号たじり社協だより

たじりファミリー・サポート・センターとはたじりファミリー・サポート・センターとはたじりファミリー・サポート・センターとは
　育児の援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（援助会員）が会員となり、育児について助け
合う会員組織です

最初は不安もありましたが、
子育てを終わられた方もいて
「さすが！お母さん」といっ
た感じです。子どもも安心し
て楽しそうに遊んでいます。
働いていますし、時間の融通
もきくので助かっています。

依頼会員　Aさん

■ 保育施設等までの送迎
■ 子どもの預かり
　　保育施設等の保育開始前や保育終了後
　　放課後児童クラブ終了後、学校放課後
　　冠婚葬祭や他の子どもの学校行事
　　買い物等、外出時
　　※熱のある子どもの預かりや宿泊を伴う預かり、家事援助はおこなっておりません。

ファミリー・サポート・センターのしくみファミリー・サポート・センターのしくみファミリー・サポート・センターのしくみ

ファミリーサポートセンター

ファミリーサポートセンター

「わかりました！援助会員さんに
連絡を取ってみます」

「〇月〇日〇時から〇〇ちゃん
お預かりしてもらえますか？」

例えばこんな時に利用できます

①援助の依頼

②援助の打診

④援助活動

⑤利用料金の支払い

⑥援助活動報告

③援助会員の紹介・
事前打ち合わせ

援助会員さん
　「大丈夫ですよ！」

（例）
依頼会員さん

「〇月〇日〇時から
　子どもを預かって
　ほしいです

かわいいお子さんと接するこ
とができて楽しいです！

最初は、泣かれたりすること
もあってできるかなと思いま

したが今は楽しく活動させて
もらえています。

　　　　援助会員　Bさん
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たじり・ふれ愛・ささえあい　みんながいきいきと安心して暮らせるまち

第　172　号
社会福祉法人　　　　　　
田尻町社会福祉協議会

泉南郡田尻町嘉祥寺883番地1
田尻町総合保健福祉センター3階
電話  0 7 2 － 4 6 6 － 5 0 1 5
FAX  0 7 2 － 4 6 6 － 8 8 9 9

代 表　宮　内　良　雄

発　行

　初秋の候、ますます御健勝の
こととお慶び申し上げます。
平素より田尻町の皆様には当会の活動にご理解ご協力
いただき厚くお礼申し上げます。
　この度、令和3年6月理事会により前会長湊谷和男
様の後任として田尻町社会福祉協議会会長に就任いた
しました。
　今後の地域福祉の向上と地域共生社会の実現に向け
て少しでもお役に立てればと思っております。コロナ
の感染状況が１日でも早く終息に向かいますことと皆
様のご健康を祈念し、就任の挨拶とさせて頂きます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　令和３年９月　吉日

新会長に　

宮内良雄 氏が
就任されました

みや    うち    よし     お

ボ ラ ン テ ィ ア 情 報
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あ
り
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。
ゴーヤ
   ジュース

1杯 200円

チョボラッタ
（月・水・金）

ふれ愛センター　2階
除菌・換気を徹底して
お待ちしております！

決算報告令和2年度  

令和3年6月22日（火）理事会、評議員会において、
令和2年度事業報告・決算が承認されましたので報
告します。

歳入
68,867,716

経常経費
補助金収益
        20,732,602

受託金収益
        26,434,142

負担金収益　78,000

会費収益　88,000

寄附金収益　180,000

その他収益　268,850

事業収入
　21,086,122

流動資産
固定資産

資産の部  合計

負債の部  合計

純資産の部  合計
負債及び純資産の部  合計

36,794,635
43,059,168
79,853,803

23,909,790
20,519,800
44,429,590

1,000,000
166,506

23,263,975
10,993,732
3,522,455

35,424,213
79,853,803

流動負債
固定負債

基本金
国庫補助金等特別積立金
その他の積立金
次期繰越活動収支差額
（うち当期活動増減差額）

資産の部

負債の部

純資産の部

貸借対照表

事業活動収入の内訳（単位：円） 事業活動支出の内訳（単位：円）

（令和3年3月31日現在）（単位：円）

歳出
65,347,259

事業費
        27,109,917

事務費　2,000,486 減価償却費　347,702

人件費
35,197,378

助成金費用　626,627 負担金費用　265,200

（国庫補助金等特別積立金取崩額）　　△200,051

詳しくはホームページへ
田尻社会福祉協議会（tajiri-syakyo.jp）
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たじり社協だより第172号 令和 3年 9月 1日（3）

依頼会員：田尻町在住で、生後6か月から小学校6年生までのお子様をお持ちの方
援助会員：田尻町在住で、自宅で子どもを預かれる20歳以上の健康な方
・両方会員：援助を受けることと行うこととの両方を希望する方。
※特別な資格は必要ありませんが、センター主催の講習を修了してからの登録となり
　ます。

・1時間800円　2人目は半額（兄弟に限る）
・午前8時前、午後8時以降は1時間1000円
・利用料のお支払いは会員間でお願いしています。

・（会員登録後）地域子育て支援保障保険の傷害保険へ加入
※費用はセンターが負担します

会　員

利用料金

活動中の
保　険

田尻町社会福祉協議会　たじりファミリー・サポート・センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当アドバイザー：山瀬）
月曜日～金曜日　８時45分～17時15分　※土日祝、年末年始を除く　　　
☎072-466-5015　fax072-466-8899　　　tajiri-syakyo@rinku.zaq.ne.jp

やませ

お問い合わせ

講座項目日　程 講師

・ファミリーサポートセンター説明
・保育の心
・子どものお世話と遊ばせ方
【公開講座】
・乳幼児の植物アレルギーについて
・予防接種の重要性

小児科　医師
保育士

担当アドバイザー
1日目

・子どもの栄養と食生活
・子どもの事故予防や応急処置につ
　いて
【公開講座】
・子どもの心の発達と関わり方

栄養士
保健師
保育士

臨床心理士

2日目

・救命救急講習
　（普通救命講習証が交付されます）
・障害のある子どもとの接し方
・会員登録（写真撮影）

泉佐野消防署
特別支援専門員
社会福祉協議会

3日目

援助会員・
依頼会員は

、

随時募集し
ています。

申し込みお
待ちして

います。

養成講習のお知らせ

※公開講座はどなたでも参加する
　ことができます。（申し込み制）
※申し込み期間　
　9月1日（水）～10月4日（月）

 日頃より、たじりファミリー・サポート・センター
の活動にご理解ご協力いただきありがとうござ
います。
　至らない点もあるかと思いますが、皆様に
支えられ今年で7年目！会員の皆様が、活動・
利用しやすいように日々考えながら運営し
ています。

　令和3年度ファミリー・サポー
ト・センター養成講座を今年も10月
に開催します。
　詳しくはたじりファミリー・サ
ポート・センターまでお問い合わせ
ください。

　日時等詳細はチラシ・ホームペー
ジをごらんください。
　田尻町社会福祉協議会 
　　　　　　　(tajiri-syakyo.jp)

10月21日
（木）

10月26日
（火）

10月27日
（水）
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●興味のある方は是非お問い合わせください

　下記の方からご寄附いただきました。ご厚志に感謝申し上げ、
地域福祉のために有意義に使わせていただきます。

ご寄附のご報告 令和３年6月21日～令和３年7月31日

交付中！交付中！共同募金の配分金からの助成事業

調髪券の交 付令和3年度

者対 象 　田尻町在住　
　　　　　　①満75歳以上
　　　　　　②満65歳以上の寝たきりの方
　　　　　　③身体障害者（児）1・2級の方
交付場所　たじりふれ愛センター内　3階
　　　　　（田尻町社会福祉協議会）
利用期間　令和3年12月31日まで

方 ）※調髪券は記載するお名前の （本人 のみ利用できます。
※利用者の負担は55％になります。
※田尻町内の各理容店様には、基本料金の10％を負担し
　ていただいております。
※年度内に1回限りです。

写 真 大 募 集

　コロナ禍において自宅でいる時間が長くなり、ご自宅
での手作りの作品はありませんか？
（例：絵・編み物・写真・お子様の作品
でも可能です）
　作品を持ち込んでいただいても、写真を
送っていただいても、うまくできたから
写真を撮りに来て！でも大丈夫です。
　ぜひ、この場で“おうち時間”を発表してみませんか？
　メール　tajiri-syakyou@rinku.zaq.ne.jp
　電　話　072-466-5015　
　　　　　担当：倉本・出原
※撮影時期は問いません
※写真やデータの返却は致し
　かねます

　
　　　　　

　

● 匿　　　　名  10,000円 一般寄附として

　田尻町社会福祉協議会では、大阪府生活福祉資金貸付業務
の一部を行っています。
　この貸付制度は国及び大阪府が資金を出し、低所得世帯、
高齢者や障害のある方がいる世帯等に対し、低利で必要な資
金を貸し付ける制度です。
　資金には、いくつかの種類と貸付条件等がありますので、
詳しくは下記ホームページまたは窓口にてご相談ください。

　

社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html

社会福祉法人　田尻町社会福祉協議会
https://tajiri-syakyo.jp/introduction/funds/

大阪府生活福祉資金貸付大阪府生活福祉資金貸付
吉見地区　堀　史乃さん

良いことがありますように・・☆

災害ボランティア養成講座災害ボランティア養成講座

　災害ボランティア養成講座を開催しま
した。
　全国で活動されているボランティアの
話を聞いたり、田尻町で災害が起こった
と想定して、実際に歩いて確認する訓練を行いました。
　参加者同士で意見交換をしながら、自分たちにできることを
考える機会になりました。
　田尻町では災害ボランティア登録者を引き続き募集しており
ます。興味のある方はご連絡をお待ちしております。
　メール　tajiri-volunteer@jcom.zaq.ne.jp
　電　話　072-466-5015　
　担　当　倉本

◇災害ボランティアの形は多種多様で、目に見えない
　ところの支援があることを知ることができた。

◇災害ボランティアについて、今まではテレビで
　見る程度の関心しかなかったが、身近な問題
　として考える必要があると感じた。

　　　　　　　　（参加者アンケートより）

開催のご報告開催のご報告
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泉佐野消防署
特別支援専門員
社会福祉協議会

3日目

援助会員・
依頼会員は

、

随時募集し
ています。

申し込みお
待ちして

います。

養成講習のお知らせ

※公開講座はどなたでも参加する
　ことができます。（申し込み制）
※申し込み期間　
　9月1日（水）～10月4日（月）

 日頃より、たじりファミリー・サポート・センター
の活動にご理解ご協力いただきありがとうござ
います。
　至らない点もあるかと思いますが、皆様に
支えられ今年で7年目！会員の皆様が、活動・
利用しやすいように日々考えながら運営し
ています。

　令和3年度ファミリー・サポー
ト・センター養成講座を今年も10月
に開催します。
　詳しくはたじりファミリー・サ
ポート・センターまでお問い合わせ
ください。

　日時等詳細はチラシ・ホームペー
ジをごらんください。
　田尻町社会福祉協議会 
　　　　　　　(tajiri-syakyo.jp)

10月21日
（木）

10月26日
（火）

10月27日
（水）

 （4）令和 3 年 9月 1 日 第172号たじり社協だより

●興味のある方は是非お問い合わせください

　下記の方からご寄附いただきました。ご厚志に感謝申し上げ、
地域福祉のために有意義に使わせていただきます。

ご寄附のご報告 令和３年6月21日～令和３年7月31日

交付中！交付中！共同募金の配分金からの助成事業

調髪券の交 付令和3年度

者対 象 　田尻町在住　
　　　　　　①満75歳以上
　　　　　　②満65歳以上の寝たきりの方
　　　　　　③身体障害者（児）1・2級の方
交付場所　たじりふれ愛センター内　3階
　　　　　（田尻町社会福祉協議会）
利用期間　令和3年12月31日まで

方 ）※調髪券は記載するお名前の （本人 のみ利用できます。
※利用者の負担は55％になります。
※田尻町内の各理容店様には、基本料金の10％を負担し
　ていただいております。
※年度内に1回限りです。

写 真 大 募 集

　コロナ禍において自宅でいる時間が長くなり、ご自宅
での手作りの作品はありませんか？
（例：絵・編み物・写真・お子様の作品
でも可能です）
　作品を持ち込んでいただいても、写真を
送っていただいても、うまくできたから
写真を撮りに来て！でも大丈夫です。
　ぜひ、この場で“おうち時間”を発表してみませんか？
　メール　tajiri-syakyou@rinku.zaq.ne.jp
　電　話　072-466-5015　
　　　　　担当：倉本・出原
※撮影時期は問いません
※写真やデータの返却は致し
　かねます

　
　　　　　

　

● 匿　　　　名  10,000円 一般寄附として

　田尻町社会福祉協議会では、大阪府生活福祉資金貸付業務
の一部を行っています。
　この貸付制度は国及び大阪府が資金を出し、低所得世帯、
高齢者や障害のある方がいる世帯等に対し、低利で必要な資
金を貸し付ける制度です。
　資金には、いくつかの種類と貸付条件等がありますので、
詳しくは下記ホームページまたは窓口にてご相談ください。

　

社会福祉法人　大阪府社会福祉協議会
http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/index.html

社会福祉法人　田尻町社会福祉協議会
https://tajiri-syakyo.jp/introduction/funds/

大阪府生活福祉資金貸付大阪府生活福祉資金貸付
吉見地区　堀　史乃さん

良いことがありますように・・☆

災害ボランティア養成講座災害ボランティア養成講座

　災害ボランティア養成講座を開催しま
した。
　全国で活動されているボランティアの
話を聞いたり、田尻町で災害が起こった
と想定して、実際に歩いて確認する訓練を行いました。
　参加者同士で意見交換をしながら、自分たちにできることを
考える機会になりました。
　田尻町では災害ボランティア登録者を引き続き募集しており
ます。興味のある方はご連絡をお待ちしております。
　メール　tajiri-volunteer@jcom.zaq.ne.jp
　電　話　072-466-5015　
　担　当　倉本

◇災害ボランティアの形は多種多様で、目に見えない
　ところの支援があることを知ることができた。

◇災害ボランティアについて、今まではテレビで
　見る程度の関心しかなかったが、身近な問題
　として考える必要があると感じた。

　　　　　　　　（参加者アンケートより）

開催のご報告開催のご報告


