
①  令和 5年 3月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　   （131 号）の　せ　社　協　だ　よ　り① 令和５年３月 1日         の せ 社 協 だ よ り                （１３１号）    

       ＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊

〒563-0341大阪府豊能郡能勢町宿野114 能勢町立ふれあいセンター

ＴＥＬ０７２（７３４）０７７０（代表）  ＦＡＸ０７２（７３４）２６２３（共通）

ホームページ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｎｏｓｅ-ｓｈａｋｙｏ．ｏｒ．ｊｐ/

■居宅介護支援事業所・ホームヘルプサービス事業所 ＴＥＬ０７２（７３1）２６０７

■能勢町シルバー人材センター ＴＥＬ０７２（７３４）４６８０

≪編集・発行≫

社会福祉法人

能勢町社会福祉協議会

≪営業時間≫

平日（月～金）

午前８時３０分

～午後５時００分

３月・４月の予定

★ 3月10日（金） 体を動かそう

★ 3月24日（金） お別れ会をしよう

★ 4月14日（金） 粘土遊びを楽しもう

★ 4月28日（金） こどもの日を楽しもう

【対象者】就学前の親子               

【会 場】能勢町立ふれあいセンター

【時 間】午前１０時００分～１１時３０分   

【参加料】無料  ※事前申込不要です。

※ 内容は都合により変更する場合があります。

※ コロナ禍により、中止となる場合があります。

中止の際は、能勢町社協のホームページにて随時

お知らせをいたします。最新の情報をご確認ください。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

「ふれあい会食会」を開催しています！

ひとりでお住まいの高齢者の方を対象に「ふれあい会食会」を開催しています。

ひとり暮らしによる孤独感の緩和、仲間づくりや情報交換などを目的に２か月に

１回実施をしています。令和4年12月20日（火）の「ふれあい会食会」では、

ピアノ演奏や合唱をしたり、みんなで一緒に楽しい時間を過ごしました。

コロナ禍でしばらく中止が続いておりましたが、

令和4年10月より感染防止対策を行ったうえで、

「ふれあい会食会」の実施を再開しています。

参加ご希望の方はご連絡下さい。送迎もしており

ますので、お気軽にお申しつけ下さい。

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０

社協のホームページでは、地域福祉の活動や

事業を紹介していますので、ぜひご覧下さい！

http://www.nose-shakyo.or.jp/
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の　せ　社　協　だ　よ　り（131 号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    令和 5年 3月 1日  ②（1３１号）   の せ 社 協 だ よ り 令和５年３月 1日 ②

■資 格 介護福祉士、介護職員初任者研修修了者（ホームヘルパー２級以上）のどちらかと、

普通自動車運転免許必須（AT限定可）

■業務内容 利用者宅を訪問し、掃除・調理・洗濯・買物、食事・排泄・入浴介助等

■勤務時間 午前８時から午後６時までの間の都合のよい時間帯（土日勤務できる方、大歓迎）

■待 遇 社協規定による時間給（交通費有）  

■そ の 他  自宅から利用者宅へ直行直帰  

≪お問い合わせ≫

能勢町社会福祉協議会 ホームヘルプサービス ☎ ７３１－２６０７

ホームヘルパー募集中！！

資格を活かして一緒に働きませんか

して？に働きませんか？

昨年10月1日の最低賃金の改正に伴い、令和5年4月1日より植木剪定、除草作業等の

1時間当たりの単価の変更をさせて頂きます。発注者の皆様方のご理解をお願いします。

〇植木剪定作業

  1時間につき 2,175円(税込)

〇草刈り作業

  1時間につき 1,950円(税込)                                 

〇草引き作業

  1時間につき 1,397円(税込)

その他の作業金額については、お問い合わせ下さい。
（会員の健康管理と安全適正就業確保の為、危険、重量物運搬作業

または有害な作業はお引き受けできません）

令和5年4月1日から作業料金がかわります。

シルバーの新規就業会員

を募集しています。

シルバー人材センターは、「地域の人を地域の

人が助ける」を基本に、会員と家庭・事業所の

皆様のパイプ役となる団体です。

当センターの会員数は、令和4年12月末日

現在、男性45人、女性16人の61人です。

会員の平均年齢も高齢化しております。能勢

町在住で、概ね60歳以上の健康で働く意欲の

ある方は登録をお願いします。

■主な仕事

・植木の剪定、田んぼ、空き地の草刈り・草引き

・各種施設の管理・清掃作業 などです。

■登録の方法

・登録申込書

・写真(3.5㎝×5.5ｃｍ）

・年会費1,000円

随時受付していますので、お気軽にお問い合

わせください。

≪お問い合わせ≫ 能勢町シルバー人材センター ☎ ７３４－４６８０

◎健康管理の3要素で安全就業を！！

１．運動

→ 適度な運動やウォーキングをして体力を

維持しましょう。

２．栄養

→ たんぱく質（肉・魚・卵・大豆製品）、

カルシウム（牛乳・ヨーグルト）など、

栄養バランスの取れた食事をしましょう。

３．休養

→ 十分な睡眠をとるようにこころがけ、

趣味などでストレスを解消しましょう。



の　せ　社　協　だ　よ　り③  令和 5年 3月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　   （131 号）③ 令和５年３月 1日 の せ 社 協 だ よ り （1３１号）

能勢町社会福祉協議会は能勢町から「能勢町生活支援体制整備事業」を受託しています。

社協に生活支援コーディネーターを３名配置し、地域の状況や支援ニーズを把握することから、地域

住民主体の生活支援サービスの創出、住民相互の支え合い体制・関係性の構築をめざし、地区福祉委員

会等の関係団体と連携して取組んでいます(第2層協議体の活動）。

生活支援ニーズに対応するため、社会資源（生活支援サービス）などに関する調査を行い、「社会資源

マップ」の作成等を通して、地域資源の「見える化」を図ります。

事業実施を通して、高齢者の方のみならず、全ての住民の積極的な社会参加を促し、新たな地域コミ

ュニティ創りとそれを担う住民の支え合い・助け合い活動を推進し、「支え上手・支えられ上手」の地域

づくりを進めていきます。

＜事業イメージ＞ ※Ⓐ～Ⓓ は生活支援コーディネーターの主な取組みです。

Ⓐ 地域ニーズの把握・

見える化、問題提起

生活支援
コーディネーター

「語り場」
（協議体）

福祉委員

ボランティア

社会福祉法人

企業・NPO
行政

Ⓓ 協議体への参画・連携
民生委員

≪生活の困りごと・支援ニーズ≫

★足腰が弱り、掃除を自分ですることが難しい。

★移動手段がなく、買い物にも行けない。

…などなど多種多様な困りごと、支援ニーズが地域にあるのでは？

Ⓑ ニーズとサービスのマッチング

Ⓒ 生活支援担い手の養成・サービス開発

≪支え合い体制・関係性づくり≫

★元気な高齢者等の参加 ★地縁団体、企業、NPOの協力

★若い世代の参画 ★住民一人ひとりの関心 など
・地域づくりにおける意識統一
『どんな助け合いがある地域にしたいか』

・事業の企画立案及び方針策定
『目指す地域をどのように展開するか』

・地域ニーズ、既存の地域資源の把握、

情報の見える化
『必要とするサービスや現状のサービスを

  マップ化する』

第２層協議体

※旧小学校区
第２層協議体

※旧小学校区

第１層協議体

※町全域

協議体の役割（イメージ図）

～「支え合い・助け合い」の

体制・関係性を見つめなおす～

きませんか？

◆ 日常
にちじょう

生活
せ い か つ

自立
じ り つ

支援
し え ん

事業
じ ぎ ょ う

をご利用
り よ う

ください！ ◆

高齢者
こうれいしゃ

や障
しょう

がいのある方
かた

に住
す

みなれた地域
ちいき

で安心
あんしん

して自立
じりつ

した生活
せいかつ

が送
おく

れるよう、社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

が日常的
にちじょうてき

な金銭
きんせん

管理
かんり

のお手伝
てつだ

いをします。お困
こま

りごとを一緒
いっしょ

に考
かんが

え契
けい

約後
やくご

サービスを開始
かいし

しま

す。相談
そうだん

は無料
むりょう

ですがサービスの利用
りよう

には利用料
りようりょう

がかかります。詳細
しょうさい

はご相
そう

談
だん

ください。

サービスの内容
ないよう

❖ 福祉
ふくし

サービスの利用
りよう

援助
えんじょ

❖ 日常的
にちじょうてき

金銭
きんせん

管理
かんり

サービス ❖ 書類
しょるい

等
など

預
あず

かりサービス

≪お問
と

い合
あ

わせ≫ 能勢町
のせちょう

社会
しゃかい

福祉協
ふくしきょう

議会
ぎかい

☎ ７３４－０７７０
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食べきれないお野菜、

果物等ありませんか？

毎週木曜日と第2水曜日、第3金曜日は、ふれ

あいセンターの調理室で、調理ボランティアグル

ープが、ふれあい給食サービスのお弁当調理を担

当しています。

つくり過ぎて余ったお野菜等がありましたら是

非、能勢町社協にご寄付ください！お弁当の材料

や福祉施設等での食材として活用させて頂き、地

域の皆様により喜んで頂きたいと考えています。

※食材は皮付きで、非加熱のままご提供ください。

頂いた金品等は、社会福祉事業に活用させてい

ただきます。ありがとうございました。

（令和4年12月1日～令和5年1月31日）

〇社会福祉のために寄付（敬称略）

✤今西区子供会（いのこ） ２，０００円

✤匿 名         ３９，８００円

✤能勢ささゆり学園４年

「たい」をかなえるプロジェクト 7，815円

〇社会福祉のために物品寄付（敬称略）

✤ゆたか会   古切手（40,816g）、

使用済みカード（590ｇ）

✤畑 修一   車いす 1台

収集ボランティア ご協力ください！

社協では、下記のものを集めています。

・古切手（周りは１センチ残してください。）

・使用済みカード（交通機関カード、テレホ

ンカード、クオカード 等）

・プルタブ、ペットボトルキャップ

・書き損じ葉書 等

令和５年３月１０日（金）

場所 ノセボックス

（受付時間）10：30～12：30

  13：30～16：00

主催：能勢町献血推進協議会

協賛：能勢ライオンズクラブ

～ 赤い羽根共同募金 ～

赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目的

に社会福祉法に基づき都道府県単位で全国一斉

に実施されています。

お寄せいただいた募金は、大阪府共同募金会

で集約され、翌年度に府内の社会福祉施設や社

会福祉協議会などへ配分されます。能勢町社会

福祉協議会では、子育てサロン、ひとり暮らし

のお年寄りへのおせち料理配食、ボランティア

の育成、広報誌発行などに役立てています。
▲ 能勢ささゆり学園 児童生徒会一同より

27,322円の募金をいただきました。
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食べきれないお野菜、

果物等ありませんか？

毎週木曜日と第2水曜日、第3金曜日は、ふれ

あいセンターの調理室で、調理ボランティアグル

ープが、ふれあい給食サービスのお弁当調理を担

当しています。

つくり過ぎて余ったお野菜等がありましたら是

非、能勢町社協にご寄付ください！お弁当の材料

や福祉施設等での食材として活用させて頂き、地

域の皆様により喜んで頂きたいと考えています。

※食材は皮付きで、非加熱のままご提供ください。

頂いた金品等は、社会福祉事業に活用させてい

ただきます。ありがとうございました。

（令和4年12月1日～令和5年1月31日）

〇社会福祉のために寄付（敬称略）

✤今西区子供会（いのこ） ２，０００円

✤匿 名 ３９，８００円

〇社会福祉のために物品寄付（敬称略）

✤ゆたか会 古切手（40,816g）、

使用済みカード（590ｇ）

✤畑 修一 車いす 1台

収集ボランティア ご協力ください！

社協では、下記のものを集めています。

・古切手（周りは１センチ残してください。）

・使用済みカード（交通機関カード、テレホ

ンカード、クオカード 等）

・プルタブ、ペットボトルキャップ

・書き損じ葉書 等

令和５年３月１０日（金）

場所 ノセボックス

（受付時間）10：30～12：30

  13：30～16：00

主催：能勢町献血推進協議会

協賛：能勢ライオンズクラブ

～ 赤い羽根共同募金 ～

赤い羽根共同募金は、地域福祉の推進を目的

に社会福祉法に基づき都道府県単位で全国一斉

に実施されています。

お寄せいただいた募金は、大阪府共同募金会

で集約され、翌年度に府内の社会福祉施設や社

会福祉協議会などへ配分されます。能勢町社会

福祉協議会では、子育てサロン、ひとり暮らし

のお年寄りへのおせち料理配食、ボランティア

の育成、広報誌発行などに役立てています。
▲ 能勢ささゆり学園児童生徒会一同

募金をいただきました。


