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大阪人間科学大学やさわやか福祉財団、助け愛隊サー

クル団体の方々を講師に迎え、「自分が取り組める助け

合い」「ライフステージでの心身変化の対処方法」などを

学びます。

令和3年度　助け愛隊サポーター養成講座

「助けられ上手は助け上手！？」

■日程　①10/12（火）　②10/22（金）

       　  ③11/ 9（火）　④11/16（火）　⑤11/26（金）

■14：00～16：00　

■大山崎ふるさとセンター　3階ホール

■定員　30名　　■事前申込み　社協　☎ 957-4100

募集

　大山崎地域お宝マップ！

地域の住民の方々と共に、高齢者が自

由に集まり交流できる場所（＝「お宝」）を

地図上に見える化しました。町内の活動拠点数は77

か所！是非、気になる「お宝」に参加・見学して下さい！　

マップは、役場や社協など公共施設で展示中。

報告案内

もっと小字・自治会単位で集える場所

があると足腰に自信が無い人も行きや

すいな～。お寺や空き店舗ないかな？

長寿苑や公民

館など利用し

やすい活動拠

点が多いけど、

町内に分散さ

れているね

意外に活動

の取り組み

が多いこと

が分かった

家族の送迎

車で参加し

続けている人

もいるよ

住民主体の活動が

新しく誕生しました！

  ※各会事前申込制

案内

大正琴の演奏も交え、懐

かしい童謡等の歌唱、南

京玉すだれや小物作り

等、毎回楽しいひと時が

過ごせる場所です。

定年退職後の男性たちが、セカンドライフとして生

き生きと活動できる場が誕生！ 今までの経験で培っ

た知識や技術を活かし、また新しい趣味を見つけて

同年代の仲間を作りませんか？

西高田サロン　かけはし （7/16スタート）

■毎月第3金曜日　　１３:00～１５:00

■小島宅　（ドラッグストア　アオキの前）

主に70歳以上の一人暮らし女性を対象に、歌と体

操を中心に簡単なテーマでお話会。「参加者みん

なでつくりあげていく」をモットーに、物作りやレクリ

エーションを考え中。

なでしこの集い
 （6/22スタート）

■毎月第4火曜日　
　　１３:30～１５:00
■大山崎ふるさとセンター

　社協の呼びかけで集まった“お花好き” 

 のメンバーが、「いきいきサロン」でお花  

 をテーマに活動。

■10月21日（木）　13:30～15:00　

■中央公民館1階・実習室

■内容　苔玉づくり

■持物　参加費300円、黒色木綿糸、はさみ

■事前申込み  社協　☎ 957-4100

■定員 20名/回　■参加費 500円/回　

■事前申込み  社協　☎ 957-4100

■3日間とも１０：００~１２：00

■11/20（土） 腰痛・体力低下予防のヨガ

■12/11（土） 正月飾りの竹工作　　 桜の広場公園

■10/16（土） 大山崎町の歴史を知る

　　　両日ともに公民館別館3階大研修室

天王山シニア倶楽部　

彩　花

募集 動動 画画 募募 集集
あなたのＯＨ！やまざき体操あなたのＯＨ！やまざき体操

■応募条件　

・町内在住・在勤者
（個人・団体でも可）

・応募は、1口1曲単位
（1個人・1団体で複数口の応募可）

・『あかりちゃん祭り』で上映後、動画を大山崎町社協の

YouTubeに掲載のほか、大山崎町や社協などの事業

やイベントにて使用可能な方

■応募方法　　どちらか好きな方法で！　

①Googleドライブでoyamazakishakyo@gmail.comへ共
有。必ずコメントに、氏名・連絡先（電話番号）付けて送信 。

②動画を保存したUSB、もしくはSDカードを大山崎町社

会福祉協議会まで持参する。

　ボランティア学習会

　「高齢者施設のいろは」　

ZOOMと対面の2通りで実施（初の試み！！）

太田英樹氏を講師として、高齢者施設について

大変分かりやすく、自分に合う施設はどこなのか

選ぶときのポイントを教えていただきました。

報告

募集＆情報募集＆情報

ボランティア担当　

ウサギ大好き堀田

ボランティア担当　

ウサギ大好き堀田

ボランティアの

ご相談は、社協まで

☎ 957-4100

ボランティアの

ご相談は、社協まで

☎ 957-4100

ZOOMでお話会　　　　

第3水曜日　19:00～20:00

ID : 957　410　0618　パスコード : 6180091　

10月20日（水）　「赤い羽根共同募金」

11月17日（水）　「障がい者相談支援」

12月15日（水）　「ケアマネって？」

沼田センター長をゲストに、町内唯一の寝たま

ま入浴できる浴室など施設内の雰囲気を生中

継で案内。施設内や浴室（機械浴・個浴・大浴場

）が広いことを知っていただき、好評でした。ま

た、感染対策を徹底して行っている事業や新人

職員も紹介しました。

報告
「なごみの郷デイサービスセンター」

　について
「なごみの郷デイサービスセンター」

　について

募集

8/18

ウエス作り

6月、7月に参加者

を募集した「ウエス作り」。

出来上がったウエスは、

町内のデイサービス施設

へ提供。「色んな用途に使

用 で き る の で 助 か り ま

す！！」と好評でした。

また、入所施設から「冷房

のため、ひざ掛けががあ

れば…」と別の要望があ

り、作業ボランティアへ相

談。早速、製作していただ

き担当者から施設へ提供

させていただきました。

報告

開催日時は

LINE等で案内

しますので、

ご参加下さい！！

■目的  災害時に迅速かつ効果的な救援活動を行うた

めに、ボランティアを事前登録するほか、平常時から事前登録

したボランティアの災害時に対応する研修や訓練を行います。

大山崎町

災害ボランティアセンター　

活動協力者募集　　

災害に強い町づくりのため、地域福祉の推進

活動や研修を行っております。災害時、迅速に

ボランティア活動が行えるよう、災害ボランティアに

事前に登録してくださる方を募集しています。災害に

強い地域を共につくりませんか。

募集

■資格  町内に在住、在勤されている方

■登録方法 電話や社協窓口での申し込

み、または氏名・住所・連絡先・アドレス等を

登録フォーム（ＱＲコード）に入力ください。

感染対策をしっかり行った上で開催

夏休み小中学生
ボランティア等

体験教室

　7/26 (月)　「社協って」　

段ボールと新聞紙で防災

スリッパの製作やマンホー

ルトイレを体験。

8/3 (火)　「音楽で楽しもう」

子ども達と音楽ボランティア

ポコの会のメンバーとベルや

トーンチャイムを練習後、いき

いきサロンで披露。

8/15(日)　「なごみきっちん」

今回は料理ではなく、大山崎町

にちなんだ「すごろくゲーム」を

作り、どんな思いで作ったのか

参加者の前で発表。天王山やパ

ン屋、カブトムシ採取場所の紹

介をマスに取り入れた人や、1位

になった時の賞品も作成するな

ど個性豊かな盤ゲームが完成。

今後、ZOOMで対戦したいです。

報告
7/27(火)　「スポーツ」　

社協職員による「速く走るコツ

は？」の講義や「伴走体験」「ボ

ッチャ体験」を実施。 「速く走る

コツは？」の講義後、再測定をす

ると速く走れるようになった児

童も。

段ボールと新聞で防災スリッパ

子ども目線で作ったすごろくゲーム

何秒で走れるか測定中

こちらは、簡易段ボールベッド

■受付窓口：大山崎町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　（福祉センターなごみの郷内）

高齢者福祉活動助成      　50,000円

障がいのある方の福祉活動助成　 　150,000円

児童・青少年福祉活動助成    　 180,000円

課題を抱える人の福祉活動助成　　  30,820円

住民全般の福祉活動助成         　215,779円

大山崎町共同募金委員会の活動費  　81,378円

京都府全体福祉活動・
災害準備支援のために 　　　　  　311,032円

歳末たすけあい募金
助成公募申請受付開始

歳末たすけあい募金　868,052円

赤い羽根共同募金　1,019,009円

厚生労働大臣の公示により

左記の期間に赤い羽根共同

募金が行われます。集まっ

た募金は、大山崎町にお住

いの援助や支援を必要とする

人たちが地域で安心して暮らすことができ

るような活動に使われます。皆さまの温か

い助け合い精神により、ご協力を賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。

「みんなで支え合うあっ

たかい地域づくり」を

目的として、福祉施設

や福祉に関する団体な

どで、歳末に実施する地域

や家庭とのつながりを深める福祉活動や

事業に助成を行います。

申請団体募集!!申請団体募集!!

大山崎町内で活動する

★社会福祉法人やNPO法人

★自治会等の地域団体・福祉団体

　及びボランティア団体

申請期間

10月1日

11月30日

～

対象

事業

募金期間

10月1日

12月31日

～

赤い羽根共同募金
へのご協力のお願い
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助成公募申請受付開始

令和3年12月1日～

令和4年3月31日

までに行う事業

■大山崎町共同募金委員会（事務局社協）

　☎957-4100までお問合せください。

AB同時に
申請する
ことも可能

令和2年度「赤い羽根共同募
金」「歳末たすけあい募金
は、下記のように使われて
います。

障がい者・児支援事業助成　　　　   95,138円

母子会助成　　　　　　　　　　　  100,000円

町内児童文庫助成　　　　　　　　   99,401円

小学校福祉・人権図書助成　　　　   59,510円

高齢者事業　　　　　　　　　　　  319,200円

課題を抱える方の支援事業　　　　   59,480円

歳末たすけあい広報誌助成　　　　   69,033円

大山崎町共同募金委員会の活動費　   66,290円

A 
備品・物品

購入費

1団体につき

限度額

50,000円

B 
事業費

令和2年度

助成額
配分

※助成金は募金実績により、限度額に満た

ない場合があります。

※詳細は社協ホームページにて掲載。

対象

団体

大山崎町共同募金委員会

じぶんの町をよくするしくみ

【福祉のために】

・匿名         70,000円　　・本部千賀　　　　　　3,000円

・サークル「虹」　 5,000円　　・大山崎大正琴サークル　3,000円

善意のご寄付　
（敬称省略・順不同)

（令和3年6月1日

　　　　　～8月31日）

米大
山
崎

【食材提供いただいたもの】

・お米

・カップラーメン


