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堺市社会福祉協議会

「福祉のまちづくり」をめざし、地域
福祉を推進する営利を目的としない
公共性の高い民間組織です。通称

「社協」と呼ばれ、社会福祉法に基
づき全国的に設置されています。

社 会 福 祉 協 議 会 と は
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社会福祉法人   堺市社会福祉協議会

7O
おかげさまで

周年

問合せ

TEL ： 072-222-7500
FAX ： 072-221-7409

　堺市社会福祉協議会（社協）は、昭和２７年5月の創立以来、市内のさまざま
な社会福祉に関する活動を、住民の皆さまとともに創り出してきました。
時代はめまぐるしく変化しましたが、地域住民の困りごとやニーズに寄り
添い、課題解決にむけて取り組む姿勢は、今も昔も変わりません。これか
らも、地域福祉を推進する公共性の高い専門機関として、市民、団体、事
業者、市、関係機関等の皆さまと協働し、地域福祉を推進する活動を展開
していきます。

からのお知らせ堺市総合福祉会館

堺市社協は70周年

６階ホール　選べる「3つの使い方」
ホール 会議 フリースペース

　当会館のホールは、一般的なホール
としてご利用いただけるほか、会議や
作業、ダンスやディスコンなど、様々な
形でご利用いただけます。
　下記までお気軽にご相談ください。

地域福祉をすすめる3つの方向性



70周年
写真館

堺市社協

昭和27年昭和27年

昭和28年昭和28年
昭和30年昭和30年 昭和33年昭和33年

昭和35年昭和35年

昭和51年昭和51年

昭和53年昭和53年

昭和55年昭和55年

平成5年平成5年

平成23年平成23年

平成24年平成24年 平成25年平成25年

平成29年平成29年

平成14年平成14年

昭和60年代昭和60年代 昭和61年昭和61年

▲児童養護施設「臨海学舎」を開始
　（写真は昭和56年）

▲ボランティアスクールを開講

▲赤い羽根共同募金・
　心配ごと相談事業ポスター

▲福祉機器展示場事業を開始
　（写真は平成13年）

▲地域福祉ねっとワーカー（CSW）の相談支援

▲基幹型包括支援センターを開設し、認知症支援を実施
　（写真は令和3年度）

▲子ども食堂ネットワーク形成支援事業を
　開始（写真は令和3年）

▲創立50周年記念堺市社会福祉大会

▲権利擁護サポートセンターを開設

▲校区福祉委員会活動が活発に！

▲大阪府内で初めて在宅寝たきり
　老人入浴サービス事業を実施

▲堺市総合福祉会館が竣工

◀大阪府内で初めて
　肢体不自由児実態調査を開始

▲寝たきり老人ふとん
　乾燥機事業を地域の
　協力を得て実施

▼旧堺市総合福祉会館（戎之町）
　玄関前にて（理事の皆さん）

▲機関紙「堺の福祉」を創刊

個　人

個　人

法人・事業所等

個 人 1口 ……………3,000円
1口 …10,000円法人・事業所等

■特別賛助会員

※いずれも年額、複数口可
個 人 1口 … 500円

■住民賛助会員

2,958,000円
920,000円

2,801,144円

■特別賛助会員

■住民賛助会員

〈 問合せ : 総務課　TEL072-232-5420〉

　令和3年度も社協賛助会員の募集にご賛同を得て、
合計6,679,144円のご協力をいただきました。この
会費は、地域福祉の推進のための事業に活用させて
いただきます。
　皆さまのあたたかいご支援、ありがとうございました。

令和3年度　社協賛助会員ご報告

令和4年度
社協賛助会員募集！！
令和4年度

社協賛助会員募集！！
…………………………………

…………………………………

……………………………

社協事業へのご理解・ご協力を
よろしくお願いします。

会員証をご希望の方は、
お申し出ください。
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　全国で起こった災害について、堺市総合福祉会館・堺市社協各区事務所では義援金受付を行っております。令和3年度も、たくさんの方々にご協力をいただき、
2,243,529円の義援金が集まりました。誠にありがとうございました。
　この義援金は、大阪府共同募金会を通じ、各都道府県へ送られ、他団体・個人からの義援金と合わせ、被災者の生活再建のために活用されます。被災地では、復旧に
向けて多くの方々が支援を必要とされています。現在も令和4年に全国各地で発生した、豪雨災害における被災地への義援金など、引き続き受付を行っております。
皆さまのあたたかいご支援・ご協力をお願いいたします。

令和3年度災害義援金実績額 2,243,529円 問合せ：堺地区募金会　TEL 072-232-5420

　就労や育児をしながら認知症の方を
介護している同じ年代の方々と情報交換、
悩みの共有、勉強などができる交流会を、
奇数月に開催しています。
　認知症や介護に関する専門職に普段の
困り事などを気軽にご相談していただく
こともできます。

★提供会員は有償のボランティアです。援助活動の終了後に依頼会員から
直接、利用料金を受け取ります。1時間700円です。

★活動時間は、おおむね7時から21時までの間になっています。この時間の
中で可能な時間の援助をお願いしています。

★生後2か月から小学校6年生までのお子さんを対象としたサポートです。

★万が一の活動中の事故などに備え、補償保険に加入しています。　　　
（保険料は、当センターが負担します。）

　認知症、知的障害、精神障害等で、判断能力が十分でない方を
支援する制度に、成年後見制度があります。今、成年後見人の
新たな担い手として、市民ボランティアである「市民後見人」が
注目されています。
　市民後見人とは、家庭裁判所から成年後見人等として選ば
れた一般市民のことであり、専門組織による養成と活動支援を
受けながら、より身近な市民の視点を大切に、本人に寄り添った
活動をする、無償のボランティアです。
　堺市では平成26年に市民後見人が初めて誕生し、今までに
延べ45人の方が実際に市民後見人として活動しています。
現在では、86名の方に登録、ご協力いただいています。皆さん
も堺市の市民後見人になってみませんか。
　市民後見人を養成する講座は年1回開講しています。次回の
募集については、「広報さかい」等でお知らせいたします。
市民後見人の実際の活動や体験談については、市民向けの
啓発シンポジウムを令和5年2月11日に予定をしております
ので、ぜひご参加ください。

社会福祉法人 堺市社会福祉協議会
堺市ファミリー・サポート・センター

〒590-0078 堺市堺区南瓦町2番1号　堺市総合福祉会館内
TEL/FAX ： ０７２-２２２-８０６６
メール ： famisapo@sakai-syakyo.net

問合せ・申込先

ご存知ですか？ 市民後見人

30～50歳代のための認知症介護教室

提供会員募集中（研修受講費・登録料は無料）

みんなでつながる 認知症にやさしいまち

場 所 堺市産業振興センター内　メゾン・ド・イリゼ
定 員 20名（要申込、参加費無料、飲食代は自己負担）

日 時 令和４年11月20日（日） 13：00～15:00次
回
開
催
予
定

堺市
会員募集中ファミリー

サポ トー センター
・
・

堺市権利擁護サポートセンター TEL 072-225-5655

ある日のスケジュール

＊検温で体調チェック！

＊参加者のピアノ演奏で
お出迎えの時も！？

●認知症についての
勉強会など

●交流会

＊美味しいコーヒーを飲み
ながら、楽しいおしゃべり

＊専門職に介護相談など

令和4年1月開催の様子

今年度の養成講座の様子

ご参加
お待ち
してます

提供会員に登録するには、堺市が実施する『さかいチャイルドサポーター研修』の受講（6日間）が必要です。
今年度より、保育士資格をお持ちの方は、初めの2日間を免除されることになりました。
今年度は、2回研修が開催されます。（前期は申込期間が終了しました。）
後期については、今、日程を調整中で、新たに募集します。
詳しくは、堺市ファミリー・サポート・センターまでお問い合わせください。

有償ボランティアとして子どもを預かったり送迎したりします。

（堺市社協 総務課内）
URL：http://www.akaihane-osaka.or.jp
E-mail：sakai-akaihane@lion.ocn.ne.jp

社会福祉法人 大阪府共同募金会 堺地区募金会

1．堺地区募金会受領分
2．校区募金会受領分

 合計15,641,675円
1,483,083円

14,158,592円
●校区内の地域福祉活動
●堺市内社会福祉施設への
　歳末見舞金
…などに活用されています

歳末たすけあい

物     品

日　時

会　場
4件　5ヶ所へ

募金ありがとう

　赤い羽根共同募金は、住民相互のたすけあいの考えを広め、地域の福祉活動を
応援することを目的に、地域の皆さまや各種団体のご協力のもと、10月1日より
全国一斉に始まります。今年も、新型コロナウイルス感染症の影響が続き厳しい
状況ではありますが、皆さまのあたたかいお気持ちをお寄せいただきますよう、
よろしくお願いいたします。

共同募金
募金の内訳

チケット・試合・選手等の情報については
https://www.blazers.gr.jp/web/をご覧ください ！

堺市を本拠地とする、
バレーボールチーム『堺ブレイザーズ』。
下記ホームゲーム当日は会場にて
募金ブースの設置を予定しています！

※新型コロナウイルス感染症の状況によって、予定は変更
　となる場合があります。

堺ブレイザーズは、チケット売上げの一部を
赤い羽根共同募金に寄付します

大浜だいしんアリーナ（堺市立大浜体育館）

11月5日（土）13：00　試合開始
11月6日（日）13：00　試合開始

vs JTサンダーズ広島 募金の内訳

皆さまからの募金は…

皆さまからの募金は…

合計38,447,027円
32,482,828円
3,315,500円
1,995,964円

460,889円
191,846円

堺市内の施設では
●園児やその保護者のために
　サイクルポートを設置
●施設の自主製品の製造販売のために
　食パンスライサーを更新
堺市社会福祉協議会では
●地域福祉、ボランティア活動の推進
…などに活用されています

戸別募金
バッジ募金（6,631ケ）
学校募金
街頭募金
広域募金

●令和3年度報告 たくさんのご協力ありがとうございました！

背番号9
アウトサイドヒッター
迫田 郭志 選手
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