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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　178　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1階
電話  4 6 6 － 5 0 1 5
FAX  4 6 6 － 8 8 9 9

代 表　宮　内　良　雄

発　行

TEL 466-5015　FAX 466-8899

たじりファミリー・サポート・センターです

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。

◇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等
　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。　

例えばこんな時に利用できます
生後6か月から小学校6年生までのお子様
がいる方

自宅で子どもを預かれる２０歳以上の健康
な方
（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時より前と午後8時以降は１時間
   1,000円

依頼
会員

援助
会員

利用
料金

令和
4年度♪たじりファミリー・サポート・センター養成講習♬♪たじりファミリー・サポート・センター養成講習♬

tajiri-syakyo@lily.ocn.ne.jp

※新型コロナウイルスの状況によっては延期・中止する場合もあります。

日　　程 講　　　師講　座　項　目

こんにちは

　令和４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。
公開講座に関しては、どなたでも参加することができます。（申し込み制）
　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。

申込期間　令和4年9月1日（木）～9月30日（金）
申 込 先　田尻町社会福祉協議会（担当：山瀬）

日時詳細はチラシ、ホームページをご覧ください。
　　http://www.tajiri-syakyo.jp

 9 ：30～10：00　ファミリーサポートセンター説明
10：00～11：30　公開講座　「子どもの感染症」
　　　　　　　　　　　　　　「食物アレルギーについて」

10：00～11：00　「保育の心」
11：00～12：00　「子どものお世話と遊ばせ方」　　　　　　　　

10：00～11：30　公開講座
　　　　　　　　　「障がいのある子どもとの理解と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　関わり方について」　　　

 9 ：30～10：30　「子どもの栄養と食生活」
10：30～11：30　「子どもの事故予防や応急処置について」　　

 9 ：30～12：30　救命救急講習
　　　　　　　　 （普通救命講習修了証が交付されます）　　

10：00～12：00　会員登録（写真撮影）　援助会員交流会 担当アドバイザー

担当アドバイザー
にわ小児科　丹羽　久生 医師

保育士

たじりこころ園　 
園長　木村　将夫 先生

栄養士
保健師

泉佐野消防署

6日目

5日目

4日目

3日目

2日目

1日目

10月27日（木）

10月20日（木）

10月21日（金）

10月24日（月）

10月25日（火）

10月26日（水）

やま   せ
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CSW（コミュニティソーシャルワーカー）

令和4年5月26日（木）理事会、令和4年6月23
日（木）評議員会において、令和3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
70,207,435

経常経費
補助金収益
        21,834,014

受託金収益
25,821,577

負担金収益　76,000

会費収益　77,000

寄附金収益　563,876

その他収益　229,729  

事業収入
21,605,239

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

23,702,856
45,604,485
69,307,341

9,571,528
22,317,950
31,889,478

1,000,000
24,264,365
12,153,498

37,417,863
69,307,341

流動負債
固定負債

基本金
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）

貸借対照表（令和4年3月31日現在）（単位：円）

歳出
68,047,991

事業費
   29,034,708

事務費　2,232,306 減価償却費　484,773

人件費
35,588,308

助成金費用　606,202 負担金費用　268,200

（国庫補助金等特別
積立金取崩額）△166,506

詳しくはホームページへ　田尻町社会福祉協議会　http://www.tajiri-syakyo.jp

「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　　　　　　　　　

相談　⇒　課題の整理　⇒　つなぐ　　

ご気軽にご相談ください。連絡先

tajirisyakyocsw@gmail.com

　ご本人からの相談でなくとも、家族、民生委員や地区
福祉委員、住民、各種窓口からの相談も可能です。
お話をお伺いした上で、必要に応じて様々な機関と連
携し解決に向けて進めていきます。

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業

　高齢者や障害のある方等の権利擁護を図ることを
目的とした事業です。

【サービス内容】　1. 福祉サービス利用援助
　　　　　　　　2. 日常的金銭管理サービス
　　　　　　　　3. 書類等預かりサービス

田尻町社会福祉協議会

決算報 告
令和3年度  

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
　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、種類と貸付条件がありますので、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。

貸付制度の概要や詳細についてはこちら

問い合わせ、相談、申請の窓口についてはこちら

TEL 466-5015　FAX 466-8899

　月１回（第２木曜日）に吉見集会所
にて、地域の居場所づくり事業の一環
として「たじり　なごみの里カフェ」
をオープンしています。淹れたての珈琲（１杯100円
/お菓子付）でおもてなししていますので、ぜひ覗い
てみてください！

TEL 466-5015　FAX 466-8899（担当：倉本・中出）

※新型コロナウイルスの状況によっては延期・中止する場合も
　あります。

お待ち
　してい

ます

お問い合わせ
お問い合わせ

TEL 466-5015　FAX 466-8899
   （担当：倉本・野々口）

TEL 466-5015　FAX 466-8899

くらもと　　の の ぐち

くら もと　　　なか  で

たじり なごみの里カフェ
再開しています！！

約２年ぶり！

 （2,160,156）
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　月１回（第２木曜日）に吉見集会所
にて、地域の居場所づくり事業の一環
として「たじり　なごみの里カフェ」
をオープンしています。淹れたての珈琲（１杯100円
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くらもと　　の の ぐち

くら もと　　　なか  で

たじり なごみの里カフェ
再開しています！！

約２年ぶり！

 （2,160,156）
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地区福祉委員
の活動　
地区福祉委員
の活動　
地区福祉委員
の活動　

田尻町では２５名の地区福祉委員が町内で活動しています。
地域でお困りのことがあればお声がけください。

５月  日曜昼市
６月  子育てサロン

７月  茶話会

定例会議（月１回）
見守り活動（月１回）

約2年ぶりの
開催！

参 加 者 募 集参 加 者 募 集
コース　≪イスヨガ≫　　　
　　　　　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
　　　　≪ブロックヨガ≫　　
　　　　　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
　　　　　けコース
定　員　　各コースそれぞれ20名
開催日　≪イスヨガ≫　　　第1・3・5火曜日　13：30～14：30　
　　　　≪ブロックヨガ≫　第2・4火曜日　     13：30～14：30
場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室②③④
費　用　無料

コース　≪シンプルコース≫　
　　　　　普段体を動かさない方向けの無理なくエクササイズを行うコース
　　　　≪エンジョイコース≫　
　　　　　日常的に体を動かす方向けの楽しみながらエクササイズを行う
　　　　　コース
定　員　各コースそれぞれ15名
開催日　≪シンプルコース≫　毎週水曜日　  9：30～10：30
　　　　≪エンジョイコース≫　毎週水曜日　10：45～11：45
場　所　ふれ愛センター３階　教養娯楽室②③④
費　用　無料

老人福祉センター事業　ヨガ講座

高齢者生きがい事業　ステップエクササイズ講座

申し込み　令和4年9月１日（木）～9月15日（木）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。　
　　　　　　　　　　　・新型コロナウイルスの状況によっては延期・中止する場合もあります。
　　　　　田尻町社会福祉協議会　TEL 466-5015　FAX 466-8899

令和４年度

　　　 下半期
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　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４年６月1６日～令和４年８月15日

●  大門　章宏 様　　10,000円　
　　　　　　　大門　　勲　様　ご逝去による供養として
●  道浦　敏文 様　　10,000円　
　　　　　　　道浦　恵美子様　ご逝去による供養として
●  安宮　久勝 様　　10,000円　
　　　　　　　安宮　ヨシ子様　ご逝去による供養として
●  匿　　名　　       車椅子　一般寄附として
●  田尻町チャリティーカラオケ実行委員会 様　4,952円
　　　　　　　　　　　　　　　 一般寄附として

  

　スマートフォンの知識や基本的な操作について、実際にスマートフォンを使いながら学びませんか？
　テーマごとの参加となりますため、興味があるテーマがあれば、ぜひお申込みください。

場　　所　ふれ愛センター２階　
　　　　　チョボラッタ
費　　用　無料　　　　　　　　
申込締切　令和４年9月22日（木）まで
申 込 先　田尻町社会福祉協議会

　　　　　  （担当：倉本）

※新型コロナウイルスの状況によっては延期・中止する場合もあります。
※申込多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。
※スマートフォンをお持ちでない方には貸出機を使っていただきます。

くらもと

 TEL 466-5015
FAX 466-8899

テーマ毎の申込となるため、ご希望のテーマをお申し込みください。

シニア初心者向け
スマートフォン体験講座

10月6日（木）
13：15～14：15 LINE講座⑤　ブロック・削除方法

LINE講座⑥　LINEなんでも相談会

twitter講座①
インストール方法・初期設定

twitter講座②　利用方法

動画アプリの利用方法

スマホでできる～ラジオの聴き方～

災害情報の調べ方

たじりっちメール（行政情報メール）
の利用方法

10月6日（木）
14：30～15：30

10月13日（木）　
13：15～14：15

10月13日（木）　
14：30～15：30

10月20日（木）　
13：15～14：15

10月20日（木）　
14：30～15：30
11月10日（木）　
13：15～14：15

11月10日（木）　
14：30～15：30

1

2

3

4

5

6

7

8

日　　時 テ　ー　マ

第２弾

  　　　　田尻町在住で　
　　　　　①満75歳以上の方
　　　　　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 

対 象 者

年度内に１回（2枚綴り）交付回数

利用期間　12月31日まで調髪券を交付しています 利用期間　12月31日まで

交付場所 田尻町社会福祉協議会

令和４年度 調髪券を交付しています
調髪券を下記の要領にてお渡ししますので必要な方はお越しください。

※はじめて調髪券の交付を受ける方は、保険証・障害者手帳などを持参
　ください。
※調髪券に記載するお名前の方（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。

この事業は、共同募金の配分金からの助成事業です。

参加者募集！

      60歳以上


