
第181号 たじり社協だより 令和 5年 3月 1日（1）

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　182　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

　2月19日（日）たじりふれ愛センターにて開催
　第1部では、認定NPO法人日本災害救援ボラン
　　　　　　　　ティアネットワーク常務理事 
　　　　　　　　　寺本弘伸氏から災害ボランテ
　　　　　　　　　　ィアセンターのあり方等を
　　　　　　　　　　　考えるための講演をいた
　　　　　　　　　　　だきました。

　第2部では“災害が起きた時に、自分たち
に何ができるか”をテーマにグループディス
カッションを行いました。意図していた申込
者がなかったため座学の研修会に変えての開
催となりましたが、昨年の運営訓練の模擬体
験に続き、大変有意義な研修会となり、必要
な知識の習得ができました。

　令和４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、民
間社会福祉事業充実発展に大きく寄与させていただきました。

■災害ボランティアセンター運営の訓練・研修
■車いすの買い替え、点検、補修等
■ボランティア活動推進事業
■調髪助成事業
■たじり社協だより発行
■おせち料理配食事業
■各種団体助成事業

10月の共同募金を含め
活用した事業

募 集 中 　災害ボランティアセンター（社協）では、引続き、災害ボランティアとしての
登録を受付中です。ぜひ、協力をお願いします。

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

災害ボランティアセンター運営訓練研修会災害ボランティアセンター運営訓練研修会

結果報告
歳末たすけあい募金

376,257円
募金総額募金総額



 （2）令和 5 年 3 月 1 日 たじり社協だより 第181号（3）

令和４年度　
　田尻町社会福祉協議会
令和４年度　
　田尻町社会福祉協議会

4月

ふれ愛センター３階から
１階へ引っ越ししました

5月 7月 11月 12月

8月 9月6月 1月 2月 3月

田尻町シルバー人材センター
毎日が充実

シルバーライフを
満喫しましょう！

楽しく助け合いながら
働きませんか？

　詳細につきましては、お問い合わせください。（事務所は、田尻町社会福祉協議会内にあります）   

　詳細につきましては、お問い合わせください。
　（事務所は、田尻町社会福祉協議会内にあります）

入会申し込み
年会費1000円

会員として登録
お仕事紹介

希望に合う
仕事に就業

緊急募集！剪定経験者！

（通称：ファミサポ）
たじりファミリー・サポート・センター

▪保育施設までの送迎
▪子どもの預かり
※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

老人福祉センター老人福祉センター

JCI（泉佐野青年会議所）
主催 防災イベント

災害ボランティアセンター
運営訓練（模擬体験）

スマートフォン講座

たじり昼市

茶話会

赤い羽根共同募金

小学校車いす体験
なごみの里

子育てサロン親子防災訓練

たじりファミリー・サポート・センター
養成講座

おせち配食

ピアノサークル

大漁サロン

男の脳トレ体操講座

リフレッシュ体操サークル

絵はがきサークル

民謡講座

園芸講座

10月

利用者 協力者

ファミサポ



 （2）令和 5 年 3 月 1 日 たじり社協だより 第181号（3）

令和４年度　
　田尻町社会福祉協議会
令和４年度　
　田尻町社会福祉協議会

4月

ふれ愛センター３階から
１階へ引っ越ししました

5月 7月 11月 12月

8月 9月6月 1月 2月 3月

田尻町シルバー人材センター
毎日が充実

シルバーライフを
満喫しましょう！

楽しく助け合いながら
働きませんか？

　詳細につきましては、お問い合わせください。（事務所は、田尻町社会福祉協議会内にあります）   

　詳細につきましては、お問い合わせください。
　（事務所は、田尻町社会福祉協議会内にあります）

入会申し込み
年会費1000円

会員として登録
お仕事紹介

希望に合う
仕事に就業

緊急募集！剪定経験者！

（通称：ファミサポ）
たじりファミリー・サポート・センター

▪保育施設までの送迎
▪子どもの預かり
※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

老人福祉センター老人福祉センター

JCI（泉佐野青年会議所）
主催 防災イベント

災害ボランティアセンター
運営訓練（模擬体験）

スマートフォン講座

たじり昼市

茶話会

赤い羽根共同募金

小学校車いす体験
なごみの里

子育てサロン親子防災訓練

たじりファミリー・サポート・センター
養成講座

おせち配食

ピアノサークル

大漁サロン

男の脳トレ体操講座

リフレッシュ体操サークル

絵はがきサークル

民謡講座

園芸講座

10月

利用者 協力者

ファミサポ



第181号 たじり社協だより 令和 5年 3月 1日（1）

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　182　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

　2月19日（日）たじりふれ愛センターにて開催
　第1部では、認定NPO法人日本災害救援ボラン
　　　　　　　　ティアネットワーク常務理事 
　　　　　　　　　寺本弘伸氏から災害ボランテ
　　　　　　　　　　ィアセンターのあり方等を
　　　　　　　　　　　考えるための講演をいた
　　　　　　　　　　　だきました。

　第2部では“災害が起きた時に、自分たち
に何ができるか”をテーマにグループディス
カッションを行いました。意図していた申込
者がなかったため座学の研修会に変えての開
催となりましたが、昨年の運営訓練の模擬体
験に続き、大変有意義な研修会となり、必要
な知識の習得ができました。

　令和４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、民
間社会福祉事業充実発展に大きく寄与させていただきました。

■災害ボランティアセンター運営の訓練・研修
■車いすの買い替え、点検、補修等
■ボランティア活動推進事業
■調髪助成事業
■たじり社協だより発行
■おせち料理配食事業
■各種団体助成事業

10月の共同募金を含め
活用した事業

募 集 中 　災害ボランティアセンター（社協）では、引続き、災害ボランティアとしての
登録を受付中です。ぜひ、協力をお願いします。

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

災害ボランティアセンター運営訓練研修会災害ボランティアセンター運営訓練研修会

結果報告
歳末たすけあい募金

376,257円
募金総額募金総額

令和５年度 老人福祉センター 参加者募集参加者募集
好評につ

き

　　　　
継続「やさしい太極拳」

講師　甲田先生

参加資格　60歳以上の町民
注意事項　新型コロナの状況により延期となる可能性が
　　　　　あります。

毎月第1・3月曜日　午前10時～12時
ふれ愛センターにて
☎466-5015
　　tajirisyakyocsw@gmail.com

ふくしなんでも相談室 万　YOROZU
フリースペースを設けています。
どなたでも自由にご利用ください。
毎月第2・4月曜日　午前10時～12時
ふれ愛センター２階レストランにて

大阪府ひきこもり支援センターより
コーディネーターを講師としてお呼びし
「ひきこもり勉強会」を開催しました。
 

『ひきこもりUXラウンジin泉佐野』
　へ参加してきました。

ご興味のある方は
ご連絡ください

 （4）令和 5 年 3 月 1 日 第181号たじり社協だより

●  鳥居　尚登 様　　　10,000円　
　　　　　　　鳥居　潤一郎様　ご逝去による供養として

●  法音寺和泉支院 様　30,000円　   一般寄附として

　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12月16日～令和5年2月15日

  

お問い合わせ TEL 466-5015　
FAX 466-8899

tajiri-syakyo@lily.ocn.ne.jp

田尻町社会福祉協議会
https://www.tajiri-syakyo.jp

日時　　水曜日　午前9時30分～11時

場所　　教養娯楽室②③④


