
オープンカフェ
（屋外カフェ）
スタート♬

高架下を利用した
コミカフェ

新しいかたち

善意銀行事業にご寄附をいただきました。
地域・高齢・障がい福祉の推進のために
活用させていただきます。
ありがとうございました。（敬称略・順不同）

・大野恵子氏（恵存 /服職人） 手作りマスク100 枚
・Pocketカンパニー マスク300 枚
・

・・・
・・・・・・・・・・

・・・りあん高石（シニア向け住宅） マスク300 枚

寄附の
ご報告

※掲載しているイベント等について、新型コロナウイルスの影響により中止･変更になる場合があります。
　最新の情報はお問い合わせください。

http://takaishi-syakyo.com/

たかいし福祉

社協だより社協だより社協だより
No.231

発 行
社会福祉法人

高石市社会福祉協議会

編 集
たかいし福祉編集委員会
〒592-0011

☎072（261）3656
高石市加茂4丁目1番1号
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　清高校区　昭和園地区の皆さんとともに、６月８日（月）、新し
い生活様式に合わせたオープンカフェで再開しました。

　新型コロナウイルス感染防止のための非常事態
宣言が解除され、コミュニティカフェ（コミカフェ）
も再開しました。まだまだ手探り状態のことだらけ ！！
　私たちは、「新しい生活様式」のもと、地域の皆
さん、福祉関係の皆さんのご理解・ご支援のもと、

　また、高陽校区 綾園７丁目地区や高石校区 第６区地区もオー
プンカフェを順次開催しました。

　当日は、従前よりご参加頂いていた地域の皆さんもほぼ全員参
加頂きました。

　地域包括支援センター 看護師の感染予防講話から始まり、生
活支援コーディネーターは、野外カフェに合わせた脳トレゲームや
介護予防体操を実施し、あっという間の１時間でした。

いよいよ始まった『新しい生活様式』と『コミュニティカフェ』いよいよ始まった『新しい生活様式』と『コミュニティカフェ』新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

笑顔づくり

をスタートしました ！

大小様々な
絵柄マスクを頂き、
乳児院や
障がい福祉施設
等に寄贈させて
頂きました。
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皆さん～

持ってま
すか～?

!

耳より情報耳より情報

　各地域で開催されているコミュニティカフェ。

　『こみかふぇ応援隊』バッジができました。（「どこかで見たこと

あるような…」の声が聞こえてきそうですが）

　実はこれ！お金を出しても買えません！コミュニティカフェでお配

りしているレアな代物なのです☆お近くのコミカフェを覗いて、参

加して、一緒に楽しんで手にいれてくださいね。

　みんなが繋がるコミュニティカフェで、「一

緒に」「楽しく」「集える」よう、みなさんの

ご参加応援をよろしくお願いします。

　“孤立ゼロ” を目標に、全戸訪問を通しながら生活状況を把握し、今後の見

守り体制の構築や地域住民団体とのネットワークづくりを推進しています。

　緊急事態宣言発令中において前回訪問した「高石綾園住宅府営団地」と「府

営取石住宅」を、改めて全戸訪問し、みなさまに相談窓口のご案内や生活状

況の聞き取りを行いました。

　感染症予防の観点から、直接長時間

お話することは控えさせていただきまし

たが、インターフォンやドア越しに「外

出や買い物を最低限に控えている」、「コ

ミュニティカフェがないので寂しい」な

ど、たくさんのお声をいただきました。

　そんな中でも出てきてくださる方も

多く、新型コロナウイルスの影響で自

粛生活が続く中でも、ちょっとした相

談ができるところ、人との関わりやつ

ながりを求められていることが強く感じ

られました。

　今回抽出した課題が少しでも改善できるように、市や地域とも協働しながら、

また他の地域でも孤立ゼロを目指し活動を広げていけるように、推進していき

たいと思います。

見
守
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
活
動

子育ての援助をしてほしい方子育ての援助をしてほしい方 子育ての援助をする方子育ての援助をする方

等

※資格・性別は問いません
※本センターの講習会受講が必須
※有償ボランティアになります

※資格・性別は問いません
※本センターの講習会受講が必須
※有償ボランティアになります
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　新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事
態宣言が発出され、地域住民とのつながりの機会
が失われることが懸念される状況です。
　このような中で、高齢者
や障がい者等が、孤立状
態に陥ったり、不安を抱え
たまま暮らすことがないよ
う、地域の皆様にご協力を
いただき、見守りや安否確
認等を強化する取組みを実
施しました。総勢287名の
方へお電話やお便りをお送
りさせて頂きました。
　少しでも元気と勇気をお届けできたらという思
いで、校区福祉委員や民生委員・児童委員協議会、
ボランティアグループの皆様が１つになり、素敵な
お便りがたくさん出来上がり、受け取られた方々に
笑顔と安心をお届けいただきました。

外出自粛高齢者・障がい者等見守り支援事業
お便り・お

電話で見守り活動を行いました！！

♥ 高石市ボランティア連絡会
♥ ボランティア東羽衣
♥ たかいし生活支援サポーター
　町の便利屋さん

♥ 傾聴ボランティアグループ えがお
♥ 7校区福祉委員会
♥ 民生委員・児童委員協議会

♥ とろしお元気クラブ

参
加
団
体
（
順
不
同
）

8月開催8月開催
全て7月16日（木）

10：00から受付開始（ご来館者優先）

※ご来館の際は、事前に検温の実施と、
　マスク着用のご協力をお願いいたします。

おしゃべりカフェおしゃべりカフェおしゃべりカフェ 開催時間 午後１時３０分～３時
開催場所
高石市役所 別館１階
ボランティア・市民活動センター 他

お問い合わせ先 ボランティア・市民活動センター ☎072-265-7600

9月開催9月開催
全て8月17日（月）

10：00から受付開始（ご来館者優先）

パソコン教室
どなたでもお気軽に
ご参加ください
楽しくパソコンしましょう♪

講師 パソコン広場　持ち物 ノートパソコン
お茶代 １００円+資料代 １００円 ( 資料配布時のみ )

3日(木)パソコン教室
どなたでもお気軽に
ご参加ください
楽しくパソコンしましょう♪

講師 パソコン広場　持ち物 ノートパソコン
お茶代 １００円+資料代 １００円 ( 資料配布時のみ )

6日(木)

募集人数
各１0名

カメさん
ちりめんでかわいい
カメさんを作りませんか ! !

10日(木)お盆休み13日(木)

フラダンス
癒しの音楽を聴きながら、
フラダンスを一緒に
踊ってみませんか ! !

17日(木)

20日(木)

高石の今昔 ～清高校区を中心に～
田んぼや川はいずこに
町の移り代わりを話し合います。

コロナに負けない身体づくり
に参加してみませんか!

24日(木)
身体と頭の健康体操

講師 田中 雄恭 氏（理学療法士）
持ち物 動きやすい服装
お茶代 １００円

27日(木)

SUMMER
KIDS CAFÉ

うちわアート
顔料絵の具を使って、
オリジナルのうちわを作ってみませんか !

講師 ＮＰＯ法人やまびこ
お茶代 １００円+材料費 2００円

講師 すみれグループ
持ち物 針・糸・はさみ
お茶代 １００円+材料費 １００円

講師 すみれグループ
持ち物 針・糸・はさみ
お茶代 １００円+材料費 １００円

講師 大阪府小学校長会 元会長 /田中 孝治 氏
お茶代 １００円
講師 大阪府小学校長会 元会長 /田中 孝治 氏
お茶代 １００円

講師 チーム マリナフラ
持ち物 動きやすい服装　お茶代 １００円
場所 市役所別館３階 多目的ホール

講師 チーム マリナフラ
持ち物 動きやすい服装　お茶代 １００円
場所 市役所別館３階 多目的ホール

ボランティア
をのぞき

ボランティア
をのぞき 見 ☎072-265-7600☎072-265-7600

※小学3年生以下のお子様は、
　保護者同伴

お子様の
ご参加大

歓迎 !!

お子様の
ご参加大

歓迎 !!

ご興味のある方は
ボランティア・市民活動センター
ご興味のある方は
ボランティア・市民活動センター

　今回は、東羽衣校区の独居高齢者の方々にプレゼントと笑顔を
お届けされている“ボランティア東羽衣”をのぞき見してきました

　平成５年に東羽衣校区福
祉委員会からの依頼により
ボランティア東羽衣を発足。
　長年にわたり、独居高齢
者の方々に手作り作品を制
作し、友愛訪問をしています。

紹介
　訪問させて頂いた方か
ら「ありがとう」などの感
謝の言葉をいただけると励
みになりますし、ボラン
ティア活動も自分自身が
やっていて「楽しい」と思
えるから気軽に活動できて
いるのかなと思います。
　また、メンバーの方
とも色々なお話をしな
がら、一緒に活動す
るのも楽しいですね！

活動を通してのやりがい

　手芸などにご興味のある方
はお気軽にお越しください！

みなさんへのメッセージ

　新型コロナウイルスによ
る外出自粛のため、自宅に
いる事が多かったので、久々
に皆さんと一緒に活動する
事が出来て楽しいです。

自粛からの活動再開について

活動日時・場所

毎月第３月曜日　１０～１２時
東羽衣公民館
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・大野恵子氏（恵存 /服職人） 手作りマスク100 枚
・Pocketカンパニー マスク300 枚
・

・・・
・・・・・・・・・・

・・・りあん高石（シニア向け住宅） マスク300 枚

寄附の
ご報告

※掲載しているイベント等について、新型コロナウイルスの影響により中止･変更になる場合があります。
　最新の情報はお問い合わせください。

http://takaishi-syakyo.com/

たかいし福祉

社協だより社協だより社協だより
No.231

発 行
社会福祉法人

高石市社会福祉協議会

編 集
たかいし福祉編集委員会
〒592-0011

☎072（261）3656
高石市加茂4丁目1番1号

令和 2年 7月6日発行

　清高校区　昭和園地区の皆さんとともに、６月８日（月）、新し
い生活様式に合わせたオープンカフェで再開しました。

　新型コロナウイルス感染防止のための非常事態
宣言が解除され、コミュニティカフェ（コミカフェ）
も再開しました。まだまだ手探り状態のことだらけ ！！
　私たちは、「新しい生活様式」のもと、地域の皆
さん、福祉関係の皆さんのご理解・ご支援のもと、

　また、高陽校区 綾園７丁目地区や高石校区 第６区地区もオー
プンカフェを順次開催しました。

　当日は、従前よりご参加頂いていた地域の皆さんもほぼ全員参
加頂きました。

　地域包括支援センター 看護師の感染予防講話から始まり、生
活支援コーディネーターは、野外カフェに合わせた脳トレゲームや
介護予防体操を実施し、あっという間の１時間でした。

いよいよ始まった『新しい生活様式』と『コミュニティカフェ』いよいよ始まった『新しい生活様式』と『コミュニティカフェ』新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

新しい
かたちの
地域福祉
推進活動

笑顔づくり

をスタートしました ！

大小様々な
絵柄マスクを頂き、
乳児院や
障がい福祉施設
等に寄贈させて
頂きました。
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	高石_社協だよりR2年7月No231_03.pdf
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