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≪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

〒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
TEL  072（734）0770（代表）　　FAX  072（734）2623（共通）
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　■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

 
 

 

の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106号）① 

＊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） 
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■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

町民が安心して暮らしやすい町づくりをすすめるためには、子どもから高齢者まで、障がいの

有無にかかわらず、みんなが地域福祉に関心を持ち、地域総ぐるみで住みよい福祉のまちづくり

を勧めることが重要です。 

みんなが楽しく集い、ふれあい、相互理解を深める新たな場づくりを 

目的として開催します。皆さんのお越しをお待ちしています。 

毎年、「能勢ふれあいフェスタ」で開催してい

る、『社協ふれあいバザー』の物品寄付を募集し

ています。 

使っていない品物などありましたらお寄せください。 

※古着は、ご遠慮下さい。  

※日用品は、未使用・未開封の物をお願いします。 

品物は、社協事務局へお持ちいただくか、ご連

絡いただければご自宅までいただきに参ります。

バザーの売上金は、社協の活動資金に役立てま

す。  

≪お問い合わせ≫  

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

≪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 

▲ 昨年のふれあいフェスタ（模擬店）の様子 

日 時 平成３０年１１月１１日（日） 

午前１０時～午後４時 

会 場 淨るりシアター（能勢町宿野３０番地） 

主 催 能勢ふれあいフェスタ実行委員会 

平成３０年7月１1日（水）に、能勢町社会

福祉協議会において、車いす２台を寄贈いただ

きました。   

今後、この車いすは、地域福祉活動に活用さ

せていただきます。 

≪事務局≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

能勢町健康福祉部福祉課 ☎ ７３１－２１５０ 
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  の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106号）③ 

             

   

▲ 昨年の現場パトロールの様子 

北部ブロックシルバー人材センターフェスティバル 2018開催 

大阪北部ブロック７市３町のシルバー人材センターが合同で、シルバー事業の普及啓発活動

を推進し、地域にご理解、ご支援とご協力が得られることを目的に開催します。当センターも

参加し、朝市コーナーにて能勢のＰＲと米の販売を行います。 

・開催日時 平成３０年１０月１４日（日）午前１０時～ 

・開催場所 阪急摂津市駅前「摂津市立コミュニティプラザ」 

・催し物  各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 

保護帽・安全帯は必ず着用しましょう 

安全保護具は、危険から身を守る最大の用具です。保護具を着用していれば一命をとり止る

ことが出来た事例は数多くあります。必ず安全帽・安全帯を着用して作業をしましょう。 

安全指導員（大シ協）来所 

安全就業について、大阪府シルバー人材セ 

ンター協議会の安全・適正就業パトロール指 

導員が、９月２８日の午前中にこられ、作業 

現場での保護帽（ヘルメット）・保護眼鏡の着 

用等について安全にされているかどうか現場 

確認にこられました。 

【１０～１２月の予定・内容】 
※内容は都合により変更する場合があります。 

※12月は第2・第3金曜日に開催します。 

★１０月１２日     ★１０月２６日   

健康に感謝しよう     自然に親しもう 

★１１月9日     ★１１月２3日 

作って楽しもう   体を動かそう 

★１２月１４日    ★１２月２１日 

クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう 

原則毎週木曜日、ミニデイ・サービスを実施しています。 

このミニデイ・サービスは介護ボランティアグループの 

「ゆめクラブ」により運営しています。 

このミニデイ・サービスは、65歳以上の高齢者の方で 

介護認定を受けておられない方を対象としています。 

今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら 

れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し 

ています。 

気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニデイ・サービス 

の活動にボランティアとして参加してみませんか？ 

また、利用者の方も募集しています。ぜひ一度、体験での参加をお申込みください。 

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

▲ 利用者の活動をサポート。今回は、講師の先

生を招き、絵ハガキ作成をしました。 

【対象者】就学前の親子 

【会 場】能勢町立ふれあいセンター 

むつみの里 

【時 間】午前１０時～１１時３０分 

【参加料】無料  ※事前申込不要です。 

②  平成 30年 10月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 （106 号）
② の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106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」を受託しました。

そこで、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みます(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。
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≪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。
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困りごと、支援ニーズが
地域にあるのでは？
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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」を受託しました。

そこで、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みます(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。

～「支え合い・助け合い」の
体制・関係性を見つめナオす～

≪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

≪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？

生活支援
コーディネーター

Ⓐ地域ニーズの把握・見える化、
問題提起
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日々、生活されている場所へ専門の経験豊富な 

看護師がお伺いさせていただきますので、 

ご安心下さい。 

いつでもお気軽にご相談ください‼ 

☏：072-７３４-１２２０ 

私たちに 
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　能勢町介護保険事業者連絡会に加入している事業者様のご紹介をリレー
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★10月12日 　　　　　★10月26日
　健康に感謝しよう 　　  自然に親しもう
★11月 9 日 　　　　　★11月23 日
　作って楽しもう 　　　  体を動かそう
★12月14日 　　　　　★12月21日
　クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう

　原則毎週木曜日、ミニ・デイサービスを実施しています。
このミニ・デイサービスは介護ボランティアグループの「ゆ
めクラブ」により運営しています。
　このミニ・デイサービスは、65 歳以上の高齢者の方で
介護認定を受けておられない方を対象としています。
　今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら
れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し
ています。
　気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニ・デイサービス
の活動にボランティアとして参加してみませんか？

  の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106号）③ 

             

   

▲ 昨年の現場パトロールの様子 

北部ブロックシルバー人材センターフェスティバル 2018開催 

大阪北部ブロック７市３町のシルバー人材センターが合同で、シルバー事業の普及啓発活動

を推進し、地域にご理解、ご支援とご協力が得られることを目的に開催します。当センターも

参加し、朝市コーナーにて能勢のＰＲと米の販売を行います。 

・開催日時 平成３０年１０月１４日（日）午前１０時～ 

・開催場所 阪急摂津市駅前「摂津市立コミュニティプラザ」 

・催し物  各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 

保護帽・安全帯は必ず着用しましょう 

安全保護具は、危険から身を守る最大の用具です。保護具を着用していれば一命をとり止る

ことが出来た事例は数多くあります。必ず安全帽・安全帯を着用して作業をしましょう。 

安全指導員（大シ協）来所 

安全就業について、大阪府シルバー人材セ 

ンター協議会の安全・適正就業パトロール指 

導員が、９月２８日の午前中にこられ、作業 

現場での保護帽（ヘルメット）・保護眼鏡の着 

用等について安全にされているかどうか現場 

確認にこられました。 

【１０～１２月の予定・内容】 
※内容は都合により変更する場合があります。 

※12月は第2・第3金曜日に開催します。 

★１０月１２日     ★１０月２６日   

健康に感謝しよう     自然に親しもう 
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作って楽しもう   体を動かそう 
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クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう 

原則毎週木曜日、ミニデイ・サービスを実施しています。 

このミニデイ・サービスは介護ボランティアグループの 

「ゆめクラブ」により運営しています。 
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≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

▲ 利用者の活動をサポート。今回は、講師の先

生を招き、絵ハガキ作成をしました。 

【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～１１時３０分 

【参加料】無料  ※事前申込不要です。 
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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

〒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
TEL  072（734）0770（代表）　　FAX  072（734）2623（共通）
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問 看護師をご存知でしょうか？ 

訪問看護師とは、ご自宅で体調の管理やお薬 

の管理を行い、必要に応じて医師の指示に基づ 

き点滴や傷の手当て等を行います。 

日々、生活されている場所へ専門の経験豊富な 

看護師がお伺いさせていただきますの

で、 ご安心下さい。 

いつでもお気軽にご相談ください‼ 

☏：072-７３４-１２２０ 

私たちに 

お任せください。 

② の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106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」を受託しました。

そこで、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みます(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。

～「支え合い・助け合い」の
体制・関係性を見つめナオす～

≪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

≪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？

生活支援
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Ⓐ地域ニーズの把握・見える化、
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▲ 昨年の現場パトロールの様子 

北部ブロックシルバー人材センターフェスティバル 2018開催 

大阪北部ブロック７市３町のシルバー人材センターが合同で、シルバー事業の普及啓発活動

を推進し、地域にご理解、ご支援とご協力が得られることを目的に開催します。当センターも

参加し、朝市コーナーにて能勢のＰＲと米の販売を行います。 

・開催日時 平成３０年１０月１４日（日）午前１０時～ 

・開催場所 阪急摂津市駅前「摂津市立コミュニティプラザ」 

・催し物  各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 

保護帽・安全帯は必ず着用しましょう 

安全保護具は、危険から身を守る最大の用具です。保護具を着用していれば一命をとり止る

ことが出来た事例は数多くあります。必ず安全帽・安全帯を着用して作業をしましょう。 

安全指導員（大シ協）来所 

安全就業について、大阪府シルバー人材セ 

ンター協議会の安全・適正就業パトロール指 

導員が、９月２８日の午前中にこられ、作業 

現場での保護帽（ヘルメット）・保護眼鏡の着 

用等について安全にされているかどうか現場 

確認にこられました。 

【１０～１２月の予定・内容】 
※内容は都合により変更する場合があります。 

※12月は第2・第3金曜日に開催します。 

★１０月１２日     ★１０月２６日   

健康に感謝しよう     自然に親しもう 

★１１月9日     ★１１月２3日 

作って楽しもう   体を動かそう 

★１２月１４日    ★１２月２１日 

クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう 

原則毎週木曜日、ミニデイ・サービスを実施しています。 

このミニデイ・サービスは介護ボランティアグループの 

「ゆめクラブ」により運営しています。 

このミニデイ・サービスは、65歳以上の高齢者の方で 

介護認定を受けておられない方を対象としています。 

今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら 

れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し 

ています。 

気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニデイ・サービス 

の活動にボランティアとして参加してみませんか？ 

また、利用者の方も募集しています。ぜひ一度、体験での参加をお申込みください。 

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

▲ 利用者の活動をサポート。今回は、講師の先

生を招き、絵ハガキ作成をしました。 

【対象者】就学前の親子 

【会 場】能勢町立ふれあいセンター 

むつみの里 

【時 間】午前１０時～１１時３０分 

【参加料】無料  ※事前申込不要です。 
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このミニデイ・サービスは、65歳以上の高齢者の方で 

介護認定を受けておられない方を対象としています。 

今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら 

れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し 

ています。 

気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニデイ・サービス 

の活動にボランティアとして参加してみませんか？ 

また、利用者の方も募集しています。ぜひ一度、体験での参加をお申込みください。 

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

▲ 利用者の活動をサポート。今回は、講師の先

生を招き、絵ハガキ作成をしました。 

【対象者】就学前の親子 

【会 場】能勢町立ふれあいセンター 

むつみの里 

【時 間】午前１０時～１１時３０分 

【参加料】無料  ※事前申込不要です。 
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２０１８年に発生した 
災害・被災地支援を行っています 

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。 

運動期間は毎年１０月から１２月です。 

今年も、各区・自治会や学校などを通じて

募金のお願いをさせていただきます。 

また、役場、生涯学習センター、淨るりシ

アター、住民サービスセンター、Ｂ＆Ｇ海洋

センター等へ募金箱の設置をお願いする予定

です。 

皆様のご協力をお願いします。 

共同募金会では、国内で災害が発生した際に、

さまざまな被災者支援活動に取り組んでいま

す。 

また、中央共同募金会及び被災地の各府県共

同募金会では、被災をされた方々を支援するこ

とを目的に災害義援金の募集をしており、能勢

町社会福祉協議会（能勢地区募金会）において

も受付しております。 

より詳しくは、赤い羽根おおさか（大阪府共同

募金会ホームページ）の「各地の災害義援金募

集情報」をご参照ください。 

http://www.akaihane-osaka.or.jp/ 

皆様の温かいご支援を 

よろしくお願い申し上げます。 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会（能勢地区募金会） 

☎ ７３４－０７７０ 

大阪府共同募金会  

※月～金曜日９時～５時、土日祝日・年末年始休み 

☎ ０６‐６７６２‐８７１７  

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/ 

能勢町社協 検索 

～義援金にご協力 

ありがとうございます～ 

能勢町社協の窓口でお預かりした義援金は

中央共同募金会を通じて被災地へ届けられま

す。 

ご協力いただいた方々は次のとおりです。 

✤名月台子ども会 様 

✤ささゆり会 様 

✤社協互助会   

平成２９年度に能勢町社会福祉協議会へ配

分された配分金（平成２８年度募金による配

分）は、１，６８７，９０７円でした。 

能勢町社会福祉協議会では次の事業に活用

しました。 

★子育てサロン事業 

★ボランティア育成事業 

★ふれあいフェスタ事業 

★障がい施設等連絡会への助成 

★ふれあい会食会事業 

★広報誌発行事業 

★おせち料理配食事業 

ご協力いただきありがとうございます。 

引続き中央共同募金会及び被災地の各府

県共同募金会では、義援金の募集を行って

おりますので、ご協力よろしくお願い申し

上げます。 
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② の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106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」を受託しました。

そこで、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みます(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。

～「支え合い・助け合い」の
体制・関係性を見つめナオす～

≪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

≪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？

生活支援
コーディネーター

Ⓐ地域ニーズの把握・見える化、
問題提起

©生活支援担い手の養成・
サービス開発

「語り場」
（協議体）

福祉
委員

民生
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

協議体の役割（イメージ図）

Ⓑニーズとサービスのマッチング

第２層協議体
※旧小学校区

第１層協議体
※町全域

第２層協議体
※旧小学校区

・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』

 能勢町介護保険事業者連絡会に加入している事業者様のご紹介をリレー形式で 

社協だよりに掲載していきます。リレー企画のトップバッターは「さわやか豊能 

訪問看護ステーション」です。 

事業者だより
➀さわやか豊能訪問看護ステーション 

（能勢町栗栖８２－１） 

私たち、さわやか豊能訪問看護ステーション 

は病気や障がいがあっても住み慣れたご自宅（地 

域）での療養生活を２４時間体制でお手伝させて 

いただいています。 

ご自宅で医療や介護が必要になったとき、訪

問 看護師をご存知でしょうか？ 

訪問看護師とは、ご自宅で体調の管理やお薬 

の管理を行い、必要に応じて医師の指示に基づ 

き点滴や傷の手当て等を行います。 

日々、生活されている場所へ専門の経験豊富な 

看護師がお伺いさせていただきますの

で、 ご安心下さい。 

いつでもお気軽にご相談ください‼ 

☏：072-７３４-１２２０ 

私たちに 

お任せください。 
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訪問看護ステーション」です。 

事業者だより
➀さわやか豊能訪問看護ステーション 

（能勢町栗栖８２－１） 

私たち、さわやか豊能訪問看護ステーション 

は病気や障がいがあっても住み慣れたご自宅（地 

域）での療養生活を２４時間体制でお手伝させて 

いただいています。 

ご自宅で医療や介護が必要になったとき、訪

問 看護師をご存知でしょうか？ 

訪問看護師とは、ご自宅で体調の管理やお薬 

の管理を行い、必要に応じて医師の指示に基づ 

き点滴や傷の手当て等を行います。 

日々、生活されている場所へ専門の経験豊富な 

看護師がお伺いさせていただきますので、 

ご安心下さい。 

いつでもお気軽にご相談ください‼ 

☏：072-７３４-１２２０ 

私たちに 

お任せください。 

② の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106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」を受託しました。

そこで、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みます(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。

～「支え合い・助け合い」の
体制・関係性を見つめナオす～

≪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

≪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？

生活支援
コーディネーター

Ⓐ地域ニーズの把握・見える化、
問題提起

©生活支援担い手の養成・
サービス開発

「語り場」
（協議体）
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ボラン
ティア
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法人
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Ⓓ協議体への参画・連携

協議体の役割（イメージ図）

Ⓑニーズとサービスのマッチング

第２層協議体
※旧小学校区

第１層協議体
※町全域

第２層協議体
※旧小学校区

・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』

 能勢町介護保険事業者連絡会に加入している事業者様のご紹介をリレー形式で 

社協だよりに掲載していきます。リレー企画のトップバッターは「さわやか豊能 

訪問看護ステーション」です。 

事業者だより
➀さわやか豊能訪問看護ステーション 

（能勢町栗栖８２－１） 

私たち、さわやか豊能訪問看護ステーション 

は病気や障がいがあっても住み慣れたご自宅（地 

域）での療養生活を２４時間体制でお手伝させて 

いただいています。 

ご自宅で医療や介護が必要になったとき、訪

問 看護師をご存知でしょうか？ 

訪問看護師とは、ご自宅で体調の管理やお薬 

の管理を行い、必要に応じて医師の指示に基づ 

き点滴や傷の手当て等を行います。 

日々、生活されている場所へ専門の経験豊富な 

看護師がお伺いさせていただきますの

で、 ご安心下さい。 

いつでもお気軽にご相談ください‼ 

☏：072-７３４-１２２０ 

私たちに 

お任せください。 

　能勢町介護保険事業者連絡会に加入している事業者様のご紹介をリレー

形式で社協だよりに掲載していきます。リレー企画のトップバッターは

「さわやか豊能訪問看護ステーション」です。
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★10月12日 　　　　　★10月26日
　健康に感謝しよう 　　  自然に親しもう
★11月 9 日 　　　　　★11月23 日
　作って楽しもう 　　　  体を動かそう
★12月14日 　　　　　★12月21日
　クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう

　原則毎週木曜日、ミニ・デイサービスを実施しています。
このミニ・デイサービスは介護ボランティアグループの「ゆ
めクラブ」により運営しています。
　このミニ・デイサービスは、65 歳以上の高齢者の方で
介護認定を受けておられない方を対象としています。
　今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら
れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し
ています。
　気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニ・デイサービス
の活動にボランティアとして参加してみませんか？

  の せ 社 協 だ よ り 平成 30年 10月 1日（106号）③ 

             

   

▲ 昨年の現場パトロールの様子 

北部ブロックシルバー人材センターフェスティバル 2018開催 

大阪北部ブロック７市３町のシルバー人材センターが合同で、シルバー事業の普及啓発活動

を推進し、地域にご理解、ご支援とご協力が得られることを目的に開催します。当センターも

参加し、朝市コーナーにて能勢のＰＲと米の販売を行います。 

・開催日時 平成３０年１０月１４日（日）午前１０時～ 

・開催場所 阪急摂津市駅前「摂津市立コミュニティプラザ」 

・催し物  各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 

保護帽・安全帯は必ず着用しましょう 

安全保護具は、危険から身を守る最大の用具です。保護具を着用していれば一命をとり止る

ことが出来た事例は数多くあります。必ず安全帽・安全帯を着用して作業をしましょう。 

安全指導員（大シ協）来所 

安全就業について、大阪府シルバー人材セ 

ンター協議会の安全・適正就業パトロール指 

導員が、９月２８日の午前中にこられ、作業 

現場での保護帽（ヘルメット）・保護眼鏡の着 

用等について安全にされているかどうか現場 

確認にこられました。 

【１０～１２月の予定・内容】 
※内容は都合により変更する場合があります。 

※12月は第2・第3金曜日に開催します。 

★１０月１２日     ★１０月２６日   

健康に感謝しよう     自然に親しもう 

★１１月9日     ★１１月２3日 

作って楽しもう   体を動かそう 

★１２月１４日    ★１２月２１日 

クリスマスを楽しもう   お正月飾りを作ろう 

原則毎週木曜日、ミニデイ・サービスを実施しています。 

このミニデイ・サービスは介護ボランティアグループの 

「ゆめクラブ」により運営しています。 

このミニデイ・サービスは、65歳以上の高齢者の方で 

介護認定を受けておられない方を対象としています。 

今後、能勢町においてもより高齢化が進むことが考えら 

れるため、運営の担い手となるボランティアの方を募集し 

ています。 

気軽に運営の様子をご覧いただき、ミニデイ・サービス 

の活動にボランティアとして参加してみませんか？ 

また、利用者の方も募集しています。ぜひ一度、体験での参加をお申込みください。 

≪お問い合わせ≫ 能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

▲ 利用者の活動をサポート。今回は、講師の先

生を招き、絵ハガキ作成をしました。 

【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～１１時３０分 

【参加料】無料  ※事前申込不要です。 


