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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　175　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

田尻町
社会福祉協議会　

電話
４６６－５０１５詳細につきましては、ホームページ（http://tajiri-syakyo.jp）、チラシ、または電話にて

ご確認ください。

コース　 1 部《イスdeヨガ》　　　  9：30～10：30　　
　　　　　　イスに座って呼吸法やストレッチを中心とした初心者向けコースです。
　　　　 2 部《ブロックdeヨガ》　10：45～11：45　
　　　　　　ヨガブロックを使ったポーズやストレッチを中心とした
　　　　　　中級者向けのコースです。
開催日　第２・第４木曜日　全12回（4月14日～9月22日まで）
定　員　各コースそれぞれ20名
場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室②③④
費　用　無料

新規
事業

参 加 者 募 集参 加 者 募 集

講師：増谷　珠美 先生

令和4年度

老人福祉センター事業　ヨガ講座

申し込み　令和４年3月1日（火）～3月15日（火）まで
注意事項　・ヨガ、ステップエクササイズ講座はどちらかのコース選択となります。　
　　　　　・定員以上の申込があった場合は、抽選となります。　
　　　　　・新型コロナの状況により延期となる可能性があります。
　　　　　・田尻町在住の60歳以上の方が対象となります。

自分の健康の
ために！

開催日　毎週火曜日　4月5日（火）よりスタート　13：30～14：30　
定　員　20名
場　所　ふれ愛センター２階　アトリエ
費　用　無料

高齢者生きがい事業　「男の脳トレ体操」新規
事業

講師：高橋　智子 先生

コース　 1 部《シンプルコース》　　  9：30～10：30　　
　　　　 2 部《エンジョイコース》　10：45～11：45　　
開催日　毎週水曜日（4月6日～9月28日まで）
定　員　各コースそれぞれ15名
場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室②③④
費　用　無料

高齢者生きがい事業　ステップエクササイズ 講座継続
事業

好評につき
継続決定！
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田尻町シルバー人材センター たじりファミリー・サポート・センター

CSW（コミュニティソーシャルワーカー） 災害支援ボランティア

経験・技術・技能を活かした
い

常に身体を動かし健康維持に努めたい

何らかの収入を得たい

社会に役
立ちたい

条件　１.  田尻町在住の方
         ２.  健康で働く意欲のある６０歳以上の方
年間登録料　1,000円

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

一緒に働きませんか？
お仕事の依頼も
　お待ちしています！

こんな時・・
　◆保育施設までの送迎
　◆子どもの預かり
　　（学校放課後、学校行事、買い物、外出等）
　１ 時間８００円（きょうだい ２人目は半額）

「福祉の相談員です」　
　お金のこと、地域のこと、自分自身のこと、　
　家のこと、家族のこと、子どものこと、　
　手続きのこと・・など　　　　　　　　　

技能習得講習会に
参加しました。

（田尻町社会福祉協議会）担当：岩野
 　 　　　　　詳しくは⇒ ☎ 466-5015 　　　　　詳しくは⇒ 

☎ 466-5015

連絡先
連絡先

　　　　　　　　　　（田尻町社会福祉協議会）担当：山瀬
たじりファミリー・サポート・センター

田尻町シルバー人材センター

相談　⇒　課題の整理　⇒　つなぐ　　

ご気軽にご相談ください。連絡先
登録の条件

登録方法

☎ 466-5015
　　　　　　　tajirisyakyocsw@gmail.com

情報発信しています。
in　チョボラッタ

（ふれ愛センター２階）

シールを貼って
完成させよう！

災害に関する一般知識や
災害支援ボランティアに

　　ついて一緒に
　　  学びませんか？

　自発的な意思で災害支援ボランティアの活動を希望
　する個人または団体。
　※未成年の場合は保護者の同意が必要です。　

 
　電話またはメールで登録できます。

　☎ 466-5015
　　  tajiri-volunteer@jcom.zaq.ne.jp
　 ※「災害支援ボランティア登録希望」と入力の上、
　　 氏名住所をお知らせください。

感染拡大防止を徹底して事業を行っております。

会員募集
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　今年度は、4月に「元気チェック講座」、6月には「通
いの場」、11月は「高齢者のためのスマートフォン
講座」等、新たな事業も開催することができました。
　令和4年度も引き続き、「たじり・ふれ愛・ささえあ
い」に基づき、感染拡大防止対策をしながら事業を
継続していきます。　

令和3年度

田尻町社会福祉協議会
令和3年度

田尻町社会福祉協議会

4月

5月
6月

7月
8月

9月

10月 11月

12月

1月

2月
3月

通いの場 元気チェック講座

DVD・
社協チャンネル（YouTube）
http://tajiri-syakyo.jp

赤い羽根共同募金

防災施設研修会

ゴールドステッカー
を取得しています

災害支援ボランティア
養成講座

コミュニティサロン
「チョボラッタ」

スマートフォン体験講座

小学校車いす体験

令和4年1月11日（火）
大阪いずみ市民生活協同組合と

「食糧等分配支援事業に関する協定書」を締結しました。
これにより、無償の食糧支援として、
緊急を要する生活困窮者等のほか、子
ども食堂運営団体などにも幅広く提供
できるようになりました。
　

ご相談ください　電話 466-5015

支援のイメージ図

子ども食堂

❶相談・登録
②相談

③食糧提供
   （緊急）

①食糧提供
  

❷連絡調整

❸食糧提供

生活困窮者

田尻町社会福祉協議会

大阪いずみ市民生活協同組合

協
定

ファミリー・サポート・センター
　　　　　サポーター養成講座

たじり
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　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、
詳しくは右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

今月の1枚今月の1枚

写 真
大 募 集

メール　tajiri-syakyo@rinku.zaq.ne.jp
電　話　072-466-5015　担当：倉本・出原

ボランティア活動や社会福祉協議会の情報を
発信しています！

下記の方からご寄附いただきました。
ご厚意に感謝申し上げ、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12月16日～
令和4年2月15日

　●法音寺  和泉支院　様　　30,000円　　一般寄附として

この広報誌は、共同募金の配分金の一部で作られています

歳末たすけあい募金
            結果報告
歳末たすけあい募金
            結果報告
歳末たすけあい募金
            結果報告

募金総額
343,363円

　令和3年度歳末たすけあい募金運動を
12月1日より実施いたしましたところ、
温かいご寄附をお寄せ頂き深く感謝いた
します。田尻町の皆様、企業、団体関係
者にご協力いただきました募金は、社会
福祉事業の充実発展に幅広く寄与させて
いただきました。

【募金で活用した事業一覧】

地域住民の福祉と活性化に取り組んでいただいている団体
を支援する事業です。福祉のまちづくりの推進が期待され
ます。

各種団体助成事業

民生委員児童委員の皆様のご協力により、町内の独居高齢
者（75歳以上）の方に「おせち料理」を配食する事業で
す。孤独感の緩和や見守りを目的としています。

おせち料理配食事業

令和3年12月31日

「ステップエクササイ
ズ講座」にご参加の方
から喜びと継続を望む
嬉しいお声を頂きまし
た ・・

）


