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桜井市社会福祉協議会
マスコットキャラクター

桜井市社会福祉協議会ホームページアドレス　　http://www.sakuraisyakyo.jp

運動期間:10月1日～12月31日　赤い羽根募金（共同募金）の季節がやって
きました。皆さまの善意の募金は、市内の
福祉活動に活かされています（一部県内広
域に配分されています）。今年もよろしくお
願いします。
　なお、今回から奈良県共同募金会桜井市
支会から奈良県共同募金会桜井市共同
募金委員会へと会の名称を変更しております。

　平成30年度に実施される地域福祉活動事
業に対して助成を行います。赤い羽根募金を
活用して日ごろの活動を充実させてみません
か。詳しくは、桜井市社協ＨＰ（12月頃掲載予
定）を参照いただくかお電話でお問い合わせ下
さい。（共同募金運動に協力していることが前
提になります。）
≪申請受付期間≫
平成30年1月15日～平成30年3月14日まで

　個人や法人の寄付行為に対して、税制上の
優遇措置を受けることが出来ます。
　詳しくは、奈良県共同募金会ホームページ
をご参照下さい。
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共同募金マスコットキャラクター
◆一般募金
  戸別募金 
　自治会を通じて各家庭にお願いする募金

  街頭募金 
　駅前・大神神社前など通行人や買物客に呼びかける
　募金

  法人・大口募金 
　法人（企業）などを対象に行う大口の募金　
  学校募金 
　小･中･高等学校の児童・生徒に呼びかける募金　
  職域募金 
　企業･団体･官公庁などの職員を対象に行う募金　
  その他の募金 
　イベント会場前、施設窓口設置募金箱、募金機能付き
　飲料自動販売機などによる募金

◆歳末たすけあい募金
　（運動期間：12月 1日～ 12月 31日）

　自治会を通じて各家庭にお願いする募金

赤い羽根共同募金の種別

平成30年度
住みよい地域づくり支援事業助成申請募集！

税制上の優遇について

【お問い合わせ先】
奈良県共同募金会桜井市共同募金委員会
（桜井市社会福祉協議会内）
住 所：桜井市粟殿1000-1　TEL：0744-42-2724
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謝辞を述べる杉本さん



　中津道ふれあいサロンは、市社会福祉協議会（以下、社協）の推薦を受け、
車いすを利用される方にも来てもらいたいとの想いで、公益財団法人 大阪ガ
スグループ福祉財団の「平成２８年度 高齢者福祉助成」に応募。めでたく助成
が決定し、〈車いす用の段差解消スロープ〉を購入されました。
　今回、スロープの活用に向けて、「車いすの利用・介助の仕方について教え
て欲しい」との依頼を受け、社協の職員がサロンの現場を訪問しました。

　平成７年、高齢者の福祉の向上･充実を目指し、｢躍動する高齢期｣ ｢明
るい長寿社会づくり｣を築くことで、高齢者の皆さまが互いにコミュニ
ケーションを図りながら、一日ゆっくりくつろいで頂けるよう設備を整
えオープンいたしました。
　平成26年からは入浴サービスも再開し、多くの方に利用いただいてお
ります。
　高齢者の皆さん、二上山が眺望できる、緑豊かで、四季を通じ素晴らし
い環境にあるこの施設で、趣味を生かしたクラブ活動やグループの親睦
に、また生涯学習や各種のオリエンテーリングにと活用してみませんか。

　桜井市在住の6 0歳以上の方。但し、
浴場利用については、市内外・年齢制限
を問わずご利用いただけます。
●開館日
　水曜日から日曜日（但し、祝日の翌日
　及び 12月 29日から 1月 3日は休み）
●開館時間
　午前 9時から午後 5時まで

　市ボランティアセンターでは、登録いただいている
ボランティアグループを対象に、民間の助成制度の情
報提供や助成申請に関する相談も行っております。

詳細については、右記連絡先までお気軽にお問合せください。

　ふれあいサロンや様々な世代交流の機会に活用して
もらえたらと、福祉委員さんを対象に、8月 30日（水）、
レクリエーションのネタ講座を実施しました。
　準備に手間のかからない、その場ですぐできる脳トレ
クイズやストレッチ、簡単な手作り道具や社協の貸出用
具を使ったゲームなど、いろんなレクリエーションを
模擬体験し、楽しく進める手法を、みんなで試しました。

　ふれあいサロンのネタ探しに困ったり、盛り上げ方
に悩んだりされている方、市ボランティアセンターで
は講座以外でも、ご相談をお受けしております。
　お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先　市社会福祉協議会　地域福祉係
　　　　　　　　市ボランティアセンター
　　　　　　　　TEL ０７４４－４２－２７２４

車いす用段差解消スロープ

スロープや段差がある場所
での車イス介助体験 訪問した当日は、カフェの

４周年記念で、ケーキでお
祝いされていました。

当サロンは福祉委員さんが中心
となり、平成 17年頃より開始。

また、平成２５年からは週１回
のカフェ「歩楽里」を始められ
ました。

運営スタッフは現在 27名。
ボランティアグループとして、
市ボランティアセンターにも登
録されています。

桜井市では、3月17日に全体
会を開催しました。
「障がいがあっても暮らしや
すいまちにするためには？」
というテーマで、各グループ
に分かれて座談会を行いまし
た。

子どもさんから高齢者の方まで幅広い年齢層の方の参加があり、
楽しい雰囲気の中、過ごしていただきました。

就労支援部会では
市内の事業所が集まり、啓発
も兼ねた物品販売等や各事業
所が出来ることを持ちより協
力しあい、1 つの商品をつく
りました。
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問合せ先：市ボランティアセンター（市社会福祉協議会内）
TEL：0744－42－2724　FAX：0744－46－5052

　高齢者や病気・ケガなどで歩行困難になった方
が、通院や外出のために一時的に使用される場合
にご利用いただけます。（原則、１回につき１０日間
まで無料。）

　利用申請には、申請者の印鑑のほか、利用者本
人の確認書類 (保険証、免許証など )が必要です。

　貸出および返却は、平日の午前９時から午後５
時まで。ただし返却日が土曜・日曜・祝日のときは、
その翌日になります。

問合せ先：市社会福祉協議会TEL：0744－42－2724

お問合せ先：相談支援事業所「こころ」　☎  46－5144

お問合せ先　　住 所：桜井市倉橋１１６6　☎ 0744－ 43－1658

詳しくは、下記連絡先までお尋ねください。

市内在住の方を対象に、
車いすの短期貸出を行っています。

個人への貸出の他、学校等での高齢者・障が
い者擬似体験学習や地域の福祉行事、ボラン
ティア活動の現場にもご利用いただけます。

障がいのある人がふつうに暮らせる地域づくりを目指し、
地域の共通課題や情報共有、情報交換等を行う場として、
各市町村に設置されています。（障害者総合支援法第89条の3に規定）

お問合せ先：地域活動支援センター「こころ」　☎  45－1030

7月23日（日）開催の『陽だまりフェスタ』で、地域活動支
援センター「こころ」では、利用者の手作り作品展示や
販売、ストレスチェックを行いました。

地域自立支援協議会
全体会

相談支援
ワーキング

防災
ワーキング

運営会議

就労支援部会生活支援部会

防災ワーキングでは
災害時に障がいを持たれた方
やそのご家族が避難できる福
祉避難所についてや、実際に
災害が起きた時にまず自分た
ちで何ができるのかといった
ことなどを協議しています。

相談支援ワーキングでは
市内の相談支援事業所や関係
機関等がつどい、市内の相談
支援の現状について、情報共
有を図り、相談支援の質の向
上などについて検討を重ねて
います。

 

 

 

ティッシュカバー、ティッシュカバー、
巾着袋、ブレスレット、巾着袋、ブレスレット、
携帯ストラップなど携帯ストラップなど
丁寧に作られていると丁寧に作られていると
好評でした♪好評でした♪

パソコンでチェックを行い、パソコンでチェックを行い、
「こんなところにストレスが「こんなところにストレスが
かかっているんだ」と、家族やかかっているんだ」と、家族や
友達同士で笑い合う姿が友達同士で笑い合う姿が

見られました。見られました。

ダーツやバスケットダーツやバスケット
ボールビンゴなど、ボールビンゴなど、
自由に楽しんで自由に楽しんで
いただきました。いただきました。

ティッシュカバー、
巾着袋、ブレスレット、
携帯ストラップなど
丁寧に作られていると
好評でした♪

パソコンでチェックを行い、
「こんなところにストレスが
かかっているんだ」と、家族や
友達同士で笑い合う姿が

見られました。

ダーツやバスケット
ボールビンゴなど、
自由に楽しんで
いただきました。

～高齢者の憩いと
　出会い安らぎを求めて～
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センターのご利用について

●利用時間
　午前 10 時から午後 4 時まで（但し、
　浴場の受付は午後 3時 30分まで）
●利用料金
　200 円（但し、小学生以下は無料）

※タオル、シャンプー等はご持参下さ
　い。販売もあります。

浴場のご利用について


