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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）
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
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＊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 

天王・岐尼地区 

担当：東（ひがし） 

CSWマグネットシートを全戸配布します！ 

コミュニティソーシャルワーカー（CSW）は「生

活・福祉の相談員」です。地域に出向いてお話し

をお聴きし、困りごとについて、一緒に解決を目

指します。 

能勢町では、社会福祉協議会に基幹型として

CSWを3名、施設型として2名を配置していま

す。 

 また、町内を旧小学校区単位に分けて担当

CSW を決めています。詳しくは下記の図をご覧

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ▲ 配布マグネットシート（原寸大） 

 

 

 能勢町にお住まいの方を対象に、上記マグ

ネットシートを配布します。是非ご活用下さ

い。 

能勢町社協では、住み慣れた地域で孤立す

ることなく安心して暮らすことができるよ

う、要援護者の早期発見から支援につながる

セーフティネットの構築を図るため、コミュ

ニティソーシャルワーカー（ＣＳＷ）配置事

業を実施しています。 

 

 

久佐々地区 

担当：福井（ふくい） 

久佐々地区        田尻地区 

担当：大嶋（おおしま）  担当：増村（ますむら） 

おおざとの赤いやね    くりのみ園 

☎７３１－２７００    ☎７３５－２２１２ 

 

困ったこと、不安なことなど、相談する人がいない

時は、CSWまで、お気軽にご相談ください。 

 

≪お問い合わせ≫  

能勢町社会福祉協議会 ☎ ７３４－０７７０ 

施設 CSWの担当地域 （平成31年3月1日 現在） 

社協 CSWの担当地域 （平成31年3月1日 現在） 

 

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 

歌垣・田尻・東郷地区 

担当：森鼻（もりはな） 

▲ 昨年の販売の様子
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　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。

＊この社協だよりは、共同募金配分金を活用しています。＊

　平成 30 年度に能勢町社会福祉協議会へ配分
された配分金（平成29年度募金による配分）は、
1, 5 9 6 , 2 8 0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

　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』の物品を募集します。

　使っていない品物などありましたらお
寄せ下さい。
　※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　　☎73 4－07 70
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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 

 
 

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』の物品を募集し

ます。 

 

使っていない品物などありましたらお

寄せ下さい。 

※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 

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。 

平成３０年度に能勢町社会福祉協議会へ配

分された配分金（平成２９年度募金による配

分）は、１，５９６，２８０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 

 

 
 

 
 

日 時 令和元年１１月１０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 

 

 

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②  令和元年 7月 1日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 （111 号）

▲ 昨年の販売の様子

　令和元年7月20日（土）、淨るりシアター（小
ホール）にて、障がい施設等連絡会主催「スマ
イルフェスタ」を開催しました。
　当日は、能勢町内の障がい関係施設の紹介や、
自主製品の販売、個人作品の展示などの啓発活
動を行いました。
　また、同日ホールでは、民生委員児童委員協
議会、地域子育て支援センター主催の「コメ
ディー・クラウン・サーカス in 能勢」が同時
開催をしており、お子さん向けに準備をしてい
たわたがしは大人気で、ミニゲームコーナーや
トランポリン等、たくさんの人で盛況となりま
した。　　
　同時開催ということもあり、450 人以上の来
場者がありました。

▲ スマイルフェスタの様子

　スタッフ（生活相談員、デイヘル
パー）も募集しています。私たちと
一緒に働きませんか？

　今回で第６回目の「事業者だより」コーナーです。能勢町立
東部デイサービスセンターのご紹介です。

能勢町立東部デイサービスセンター　☎072-737-0500（能勢町地黄 1211）

　私たち、能勢町立東部デイサービスセンターは、み
なさまが、住み慣れた街で自分らしく生きがいをもっ
て暮らし続けることができるようにお手伝いをさせ
ていただいています。フロアに設置しているマシンを
使って、日常生活での動きを再現した運動を行ってい
ます。お食事は、季節に合わせたメニューや、イベン
トメニューをご用意しております。
　また、このような取り組みを全て無料で体験してい
ただけますので、一度遊びに来てみませんか？
　気持ちよく体を動かしたり、かわいいカレンダー
を作ってみたり・・・。その後にみんなでわいわい
食べるお食事はとても美味しいですよ。

 

 

 

②               の せ 社 協 だ よ り    令和元年９月 1日（1１１号） 
 

 
                

             

                              

                              

事業者だより  今回で第６回目の「事業者だより」コーナーです。能勢町立

東部デイサービスセンターのご紹介です。 

 
私たち、能勢町立東部デイサービスセンターは、

みなさまが、住み慣れた街で自分らしく生きがいを

もって暮らし続けることができるようにお手伝い

をさせていただいています。フロアに設置している

マシンを使って、日常生活での動きを再現した運動

を行っています。お食事は、季節に合わせたメニュ

ーや、イベントメニューをご用意しております。 

  また、このような取り組みを全て無料で体験して

いただけますので、一度遊びに来てみませんか？ 

 気持ちよく体を動かしたり、かわいいカレンダー

を作ってみたり・・・。その後にみんなでわいわい

食べるお食事はとても美味しいですよ。 

 

 
能勢町立東部デイサービスセンター ☎072-737-0500（能勢町地黄1211） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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   

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   

☎ ７３１－２６０７ 

■担  当   

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会 

ホームヘルプサービス（三浦・谷口） 

 
 

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？ 募集情報 

 

 

 
 

令和元年7月20日（土）、淨るりシアター

（小ホール）にて、障がい施設等連絡会主催

「スマイルフェスタ」を開催しました。 

 当日は、能勢町内の障がい関係施設の紹介

や、自主製品の販売、個人作品の展示などの

啓発活動を行いました。 

 また、同日ホールでは、民生委員児童委員

協議会、地域子育て支援センター主催の「コ

メディー・クラウン・サーカス in 能勢」が同

時開催をしており、お子さん向けに準備をし

ていたわたがしは大人気で、ミニゲームコー

ナーやトランポリン等、たくさんの人で盛況

となりました。   

同時開催ということもあり、450人以上の

来場者がありました。 

 

 

   

 

 

▲ スマイルフェスタの様子 

スタッフ（生活相談員、デイヘルパー）

も募集しています。私たちと一緒に 

働きませんか？ 

②               の せ 社 協 だ よ り    令和元年９月 1日（1１１号） 
 

 
                

             

                              

                              

事業者だより  今回で第６回目の「事業者だより」コーナーです。能勢町立

東部デイサービスセンターのご紹介です。 

 
私たち、能勢町立東部デイサービスセンターは、

みなさまが、住み慣れた街で自分らしく生きがいを

もって暮らし続けることができるようにお手伝い

をさせていただいています。フロアに設置している

マシンを使って、日常生活での動きを再現した運動

を行っています。お食事は、季節に合わせたメニュ

ーや、イベントメニューをご用意しております。 

  また、このような取り組みを全て無料で体験して

いただけますので、一度遊びに来てみませんか？ 

 気持ちよく体を動かしたり、かわいいカレンダー

を作ってみたり・・・。その後にみんなでわいわい

食べるお食事はとても美味しいですよ。 

 

 
能勢町立東部デイサービスセンター ☎072-737-0500（能勢町地黄1211） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資  格  
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10月19日（土）に、北摂7市3町共催の「シルバー

人材センターフェステバル 2019」が豊中市の豊島公園多

目的広場で開催されます。このフェステバルは、地域の方に

センター事業を理解していただき、事業の普及促進を目的と

して毎年実施されています。当センターもフェステバルに参

加し、能勢のPRと米や野菜の販売を行います。会員の皆様

方のご来場をお待ちしております。 

 

◇令和元年10月19日（土）午前11時～午後4時 

◇開催場所 豊中市曽根南町１丁目 4-2 「豊島公園多目的広場」 

◇催 物 各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 

  
 

 

 

今年も８カ月が過ぎましたが、「安全」の

二文字を心に刻み、就業中はもとより、仕

事の行き帰りでもヒヤリ・ハットして息を

のむことのないように、いつでもどこでも

ゆとりをもって行動したいものです。 

 私達は長年の経験から、これぐらいとか、

こんなものとかなど、物事をあまくみるこ

とが多くあります。 

 私達の日常生活ではヒヤットさせられた

り、ハット息をのむことがよくあります。

このようなことをなくすように意識するこ

とが大きな事故から身を守る要因となりま

す。 

事故を防ぐには「安全はすべてに優先す

る」、「安全無くして就業なし」を合言葉に、

「自分の安全は、自分で守る」という意識

啓発が何より重要です。事故は自分には関

係ないと過信することなく、誰にでも起こ

りうることととらえて、細心の注意を払い

ながら、就労して頂きたいと思います。皆

様、事故に遭うことがないよう、最後まで

気を引き締めて参りましょう。 

 

☆健康は安全就業の第一条件ですので、 

自分の身体は自分で守りましょう 
〇定期的に健康診断を受けましょう。 

〇適度の運動をして体力維持に努めましょう。 

〇十分な休養をとり、過度のストレスは溜めないよ

うにしましょう。 
（仕事の前日は十分に睡眠をとりましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆健康管理１０か条               
〇あなたの健康、家族の宝、検診受けて一家団欒    

〇よく噛んで、ゆっくり食べて、腹八分目 

〇野菜・果物よく食べて、塩分・糖分控え目に 

〇肉は控えめ、魚は多く、大豆製品欠かさずに 

〇いつも笑顔で対話して、ストレス発散、心は健康 

〇快食、快便、よく眠り、今日も元気で明るい笑顔 

〇早寝・早起き・適度な運動、足腰鍛えて元気はつ

らつ       

〇手洗い・うがいを習慣づけて、いつも元気で風邪

予防 

〇食事の後の歯磨きは、万病予防の第一歩       

〇タバコは吸わず、酒はほどほどに、自分でしっか

り、健康管理 

 
     

 

シルバー人材センターからのお知らせ 

ヒヤリ・ハットを 

なくしましょう  

 

 

 

北部ブロックフェステバル開催について 

 

 

 

▲ 昨年の販売の様子 
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自分の身体は自分で守りましょう 
〇定期的に健康診断を受けましょう。 

〇適度の運動をして体力維持に努めましょう。 

〇十分な休養をとり、過度のストレスは溜めないよ

うにしましょう。 
（仕事の前日は十分に睡眠をとりましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆健康管理１０か条               
〇あなたの健康、家族の宝、検診受けて一家団欒    

〇よく噛んで、ゆっくり食べて、腹八分目 

〇野菜・果物よく食べて、塩分・糖分控え目に 

〇肉は控えめ、魚は多く、大豆製品欠かさずに 

〇いつも笑顔で対話して、ストレス発散、心は健康 

〇快食、快便、よく眠り、今日も元気で明るい笑顔 

〇早寝・早起き・適度な運動、足腰鍛えて元気はつ

らつ       

〇手洗い・うがいを習慣づけて、いつも元気で風邪

予防 

〇食事の後の歯磨きは、万病予防の第一歩       

〇タバコは吸わず、酒はほどほどに、自分でしっか

り、健康管理 

 
     

 

シルバー人材センターからのお知らせ 

ヒヤリ・ハットを 

なくしましょう  

 

 

 

北部ブロックフェステバル開催について 

 

 

 

▲ 昨年の販売の様子 

  の せ 社 協 だ よ り    令和元年９月 1日（1１１号）③ 
 

 

                              

                              

                              

 
  

10月19日（土）に、北摂7市3町共催の「シルバー

人材センターフェステバル 2019」が豊中市の豊島公園多

目的広場で開催されます。このフェステバルは、地域の方に

センター事業を理解していただき、事業の普及促進を目的と

して毎年実施されています。当センターもフェステバルに参

加し、能勢のPRと米や野菜の販売を行います。会員の皆様

方のご来場をお待ちしております。 
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◇催 物 各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他 
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りうることととらえて、細心の注意を払い

ながら、就労して頂きたいと思います。皆

様、事故に遭うことがないよう、最後まで

気を引き締めて参りましょう。 

 

☆健康は安全就業の第一条件ですので、 

自分の身体は自分で守りましょう 
〇定期的に健康診断を受けましょう。 

〇適度の運動をして体力維持に努めましょう。 

〇十分な休養をとり、過度のストレスは溜めないよ

うにしましょう。 
（仕事の前日は十分に睡眠をとりましょう） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆健康管理１０か条               
〇あなたの健康、家族の宝、検診受けて一家団欒    

〇よく噛んで、ゆっくり食べて、腹八分目 

〇野菜・果物よく食べて、塩分・糖分控え目に 

〇肉は控えめ、魚は多く、大豆製品欠かさずに 

〇いつも笑顔で対話して、ストレス発散、心は健康 

〇快食、快便、よく眠り、今日も元気で明るい笑顔 

〇早寝・早起き・適度な運動、足腰鍛えて元気はつ

らつ       

〇手洗い・うがいを習慣づけて、いつも元気で風邪

予防 

〇食事の後の歯磨きは、万病予防の第一歩       

〇タバコは吸わず、酒はほどほどに、自分でしっか

り、健康管理 

 
     

 

シルバー人材センターからのお知らせ 

ヒヤリ・ハットを 

なくしましょう  

 

 

 

北部ブロックフェステバル開催について 

 

 

 

▲ 昨年の販売の様子 
▲ 昨年の販売の様子 

 

▲ 昨年の販売の様子

　今年も 8 カ月が過ぎましたが、「安全」の二文
字を心に刻み、就業中はもとより、仕事の行き
帰りでもヒヤリ・ハットして息をのむことのな
いように、いつでもどこでもゆとりをもって行
動したいものです。
　私達は長年の経験から、これぐらいとか、こ
んなものとかなど、物事をあまくみることが多
くあります。
　私達の日常生活ではヒヤットさせられたり、
ハット息をのむことがよくあります。このよう
なことをなくすように意識することが大きな事
故から身を守る要因となります。
　事故を防ぐには「安全はすべてに優先する」、
「安全無くして就業なし」を合言葉に、「自分の
安全は、自分で守る」という意識啓発が何より
重要です。事故は自分には関係ないと過信する
ことなく、誰にでも起こりうることととらえて、
細心の注意を払いながら、就労して頂きたいと
思います。皆様、事故に遭うことがないよう、
最後まで気を引き締めて参りましょう。

　10月19日（土）に、北摂7市3町共催の「シルバー人材セ
ンターフェステバル 2019」が豊中市の豊島公園多目的広場で
開催されます。このフェステバルは、地域の方にセンター事業
を理解していただき、事業の普及促進を目的として毎年実施
されています。当センターもフェステバルに参加し、能勢の
PRと米や野菜の販売を行います。会員の皆様方のご来場をお
待ちしております。

◇令和元年10月19日（土）午前11時～午後4時
◇開催場所　豊中市曽根南町１丁目4-2　「豊島公園多目的広場」
◇催　物　各センターの生産物・会員の手芸品等の販売他

☆健康は安全就業の第一条件ですので、
　　　  自分の身体は自分で守りましょう
〇定期的に健康診断を受けましょう。
〇適度の運動をして体力維持に努めましょう。
〇十分な休養をとり、過度のストレスは溜めな
　いようにしましょう。

（仕事の前日は十分に睡眠をとりましょう）

☆健康管理 10 か条　　　　　　　　　　　
〇あなたの健康、家族の宝、検診受けて一家団欒
〇よく噛んで、ゆっくり食べて、腹八分目
〇野菜・果物よく食べて、塩分・糖分控え目に
〇肉は控えめ、魚は多く、大豆製品欠かさずに
〇いつも笑顔で対話して、ストレス発散、心は
　健康
〇快食、快便、よく眠り、今日も元気で明るい
　笑顔
〇早寝・早起き・適度な運動、足腰鍛えて元気
　はつらつ      
〇手洗い・うがいを習慣づけて、いつも元気で
　風邪予防
〇食事の後の歯磨きは、万病予防の第一歩　　
〇タバコは吸わず、酒はほどほどに、自分でしっ
　かり、健康管理

②               の せ 社 協 だ よ り    令和元年９月 1日（1１１号） 
 

 
                

             

                              

                              

事業者だより  今回で第６回目の「事業者だより」コーナーです。能勢町立

東部デイサービスセンターのご紹介です。 

 
私たち、能勢町立東部デイサービスセンターは、

みなさまが、住み慣れた街で自分らしく生きがいを

もって暮らし続けることができるようにお手伝い

をさせていただいています。フロアに設置している

マシンを使って、日常生活での動きを再現した運動

を行っています。お食事は、季節に合わせたメニュ

ーや、イベントメニューをご用意しております。 

  また、このような取り組みを全て無料で体験して

いただけますので、一度遊びに来てみませんか？ 

 気持ちよく体を動かしたり、かわいいカレンダー

を作ってみたり・・・。その後にみんなでわいわい

食べるお食事はとても美味しいですよ。 

 

 
能勢町立東部デイサービスセンター ☎072-737-0500（能勢町地黄1211） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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   

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   

☎ ７３１－２６０７ 

■担  当   

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会 

ホームヘルプサービス（三浦・谷口） 

 
 

資格を活かして一緒に働きませんか

かして？に働きませんか？ 募集情報 

 

 

 
 

令和元年7月20日（土）、淨るりシアター

（小ホール）にて、障がい施設等連絡会主催

「スマイルフェスタ」を開催しました。 

 当日は、能勢町内の障がい関係施設の紹介

や、自主製品の販売、個人作品の展示などの

啓発活動を行いました。 

 また、同日ホールでは、民生委員児童委員

協議会、地域子育て支援センター主催の「コ

メディー・クラウン・サーカス in 能勢」が同

時開催をしており、お子さん向けに準備をし

ていたわたがしは大人気で、ミニゲームコー

ナーやトランポリン等、たくさんの人で盛況

となりました。   

同時開催ということもあり、450人以上の

来場者がありました。 

 

 

   

 

 

▲ スマイルフェスタの様子 

スタッフ（生活相談員、デイヘルパー）

も募集しています。私たちと一緒に 

働きませんか？ 
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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）
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
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★ ９月１３日（金） お月見を楽しもう      

★ ９月２７日（金） ボランティア 

★１０月１１日（金） 健康に感謝しよう 

★１０月２５日（金） 自然に親しもう（さんぽ） 

 

【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。 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

 

 

 

 

 

（五十音順） 

● 歌垣地区福祉委員会 

≪第3回 うたがき「ふれあい」まつり≫ 

日時：令和元年１０月５日（土） 

     ９時～1３時ごろ（雨天中止） 

場所：旧歌垣小学校 

 

● 久佐々地区福祉委員会 

≪第25回 みんなの集い≫ 

 日時：令和元年9月22日（日） 

     10時～15時（雨天決行） 

 場所：淨るりシアター 

 

● 東郷地区福祉委員会 

≪第16回 さとおかフェスタ≫ 

日時：令和元年10月20日（日） 

9時～13時ごろ 

場所：さとおか会館（予定） 

 

 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

地区福祉員会の活動 

地区福祉委員会は、社協とともに「福祉のま

ちづくり」を進める目的で旧小学校区ごとに設

けられた町民主体の地域福祉活動組織で各種

団体や関係者などで構成されている自主的な

組織です。 

能勢町では、旧６小学校区すべてに設置され

ています。 

 

 
令和元年7月12日（金）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

能勢町社協では、車いすが必要な方へ有料

で貸出を行っています。また、住民サービス

センター（旧自然休養村管理センター）でも

同様に車いすの貸出を行っておりますので、

ぜひご利用下さい。 

利用料 １５日以内２５０円  

１ヶ月 ５００円 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

 

 

 
 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。 

（令和元年６月１日～令和元年７月３１日） 

 

〇社会福祉のために寄付（敬称略） 

✤片山区 亥の子     ３，７６２円  
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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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

能勢町社協では、車いすが必要な方へ有料

で貸出を行っています。また、住民サービス

センター（旧自然休養村管理センター）でも

同様に車いすの貸出を行っておりますので、

ぜひご利用下さい。 

利用料 １５日以内２５０円  

１ヶ月 ５００円 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

 

 

 
 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。 

（令和元年６月１日～令和元年７月３１日） 

 

〇社会福祉のために寄付（敬称略） 

✤片山区 亥の子     ３，７６２円  

   

 

 

④               の せ 社 協 だ よ り    令和元年９月 1日（1１１号） 
                               

                              

                              

 

 

 

 

★ ９月１３日（金） お月見を楽しもう      

★ ９月２７日（金） ボランティア 

★１０月１１日（金） 健康に感謝しよう 

★１０月２５日（金） 自然に親しもう（さんぽ） 

 

【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。 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

 

 

 

 

 

（五十音順） 

● 歌垣地区福祉委員会 

≪第3回 うたがき「ふれあい」まつり≫ 

日時：令和元年１０月５日（土） 

     ９時～1３時ごろ（雨天中止） 

場所：旧歌垣小学校 

 

● 久佐々地区福祉委員会 

≪第25回 みんなの集い≫ 

 日時：令和元年9月22日（日） 

     10時～15時（雨天決行） 

 場所：淨るりシアター 

 

● 東郷地区福祉委員会 

≪第16回 さとおかフェスタ≫ 

日時：令和元年10月20日（日） 

9時～13時ごろ 

場所：さとおか会館（予定） 

 

 

皆様のご参加をお待ちしています。 

 

 

地区福祉員会の活動 

地区福祉委員会は、社協とともに「福祉のま

ちづくり」を進める目的で旧小学校区ごとに設

けられた町民主体の地域福祉活動組織で各種

団体や関係者などで構成されている自主的な

組織です。 

能勢町では、旧６小学校区すべてに設置され

ています。 

 

 
令和元年7月12日（金）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

能勢町社協では、車いすが必要な方へ有料

で貸出を行っています。また、住民サービス

センター（旧自然休養村管理センター）でも

同様に車いすの貸出を行っておりますので、

ぜひご利用下さい。 

利用料 １５日以内２５０円  

１ヶ月 ５００円 

≪お問い合わせ≫ 

能勢町社会福祉協議会  ☎ ７３４－０７７０ 

 

 

 
 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。 

（令和元年６月１日～令和元年７月３１日） 

 

〇社会福祉のために寄付（敬称略） 

✤片山区 亥の子     ３，７６２円  

   

 

 

▲ 昨年の販売の様子
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http://www.nose-shakyo.or.jp/ 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★   9 月13日（金） お月見を楽しもう
★   9 月 27日（金） ボランティア
★ 10月11日（金） 健康に感謝しよう
★ 10月 25日（金） 自然に親しもう（さんぽ）

　【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。
≪お問い合わせ≫
能勢町社会福祉協議会　　☎ 73 4－07 70

　令和元年 7 月 12 日（金）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。

　能勢町社協では、車いすが必要な方へ有料
で貸出を行っています。また、住民サービス
センター（旧自然休養村管理センター）でも
同様に車いすの貸出を行っておりますので、ぜ
ひご利用下さい。
　　　　　　　　　利用料　15日以内 250 円
　　　　　　　　　　　　　１ヶ月　 500 円
≪お問い合わせ≫
能勢町社会福祉協議会　☎ 73 4－07 70

（五十音順）
● 歌垣地区福祉委員会
　≪第3回　うたがき「ふれあい」まつり≫
　　日時：令和元年10月5日（土）
　　　　　9時～13時ごろ（雨天中止）
　　場所：旧歌垣小学校

● 久佐々地区福祉委員会
　≪第25回　みんなの集い≫
　　日時：令和元年9月22日（日）
　　　　　10時～15時（雨天決行）
　　場所：淨るりシアター

● 東郷地区福祉委員会
　≪第16回　さとおかフェスタ≫
　　日時：令和元年10月20日（日）
　　　　　9時～13時ごろ
　　場所：さとおか会館（予定）

　皆様のご参加をお待ちしています。

地区福祉員会の活動

　地区福祉委員会は、社協とともに「福祉
のまちづくり」を進める目的で旧小学校区
ごとに設けられた町民主体の地域福祉活動
組織で各種団体や関係者などで構成されて
いる自主的な組織です。
　能勢町では、旧 6 小学校区すべてに設置
されています。

 

 

 


