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毎年、ふれあい福祉センターで開催してきた「きらめきパーティー」は、今年はコロナ禍の状況を
考慮して中止とし、小学校区ごと短時間の地域福祉活動紹介企画『ミニきら』として開催します！
日　時　11月21日(土)　【三軒家東・泉尾北・北恩加島・平尾の各地域】
　　　　11月22日(日)　【中泉尾地域】
　　　　11月28日(土)　【三軒家西・泉尾東・小林・南恩加島・鶴町の各地域】
　　　　◆各地域とも午前11時～12時
会　場　各地域の老人憩の家・福祉会館・集会所などの門前
　　　　※中泉尾地域は老人福祉センター門前、泉尾東地域は大正会館（図書館の3階）ホール
内　容　❶福祉のまちづくり啓発の冊子・チラシ・リーフレット等の配布
　　　　❷地域ごとのパネル等PR展示ほかの企画・フードドライブなど
　　　　❸災害・コロナ等に備えたグッズと啓発物品の進呈
　　　　　※「啓発物品」等は、お住まいの小学校区からの参加者にお渡しします。
　　　　　　「ミニきら」は全１０小学校区で開催しますので、お住まいの地域でご参加ください。
　　　　　※安全のため密を避けてご来場していただきますので、来場時間の調整を行う場合があります。

お問い合わせ（主催）　大正区小林西１-１４-３　 大正区社会福祉協議会　 ☎06-6555-7575

ミニきら2020

「ミニきら2020」プレ企画のお知らせ 

　フードドライブとは、ご家庭に眠っている食品、例えば、買ったけど使わないだろう食品や、置いていたけれど
この先食べないであろう食品などをお持ちいただき、食材の確保が困難な個人や団体に支援をする活動です。
　いただいた食品は、社会福祉協議会や支援団体を通じて、支援の必要なご家庭などに活用させていただきます。

「ミニきら2020」プレ企画のお知らせ 

各地域社会福祉協議会と区社協が、地域の各団体・施設の皆さんと開催する各地域社会福祉協議会と区社協が、地域の各団体・施設の皆さんと開催する

「もったいない」を「ありがとう」に変えるフードドライブの活動に是非、ご協力よろしくお願いいたします。

インコス大正　☎ 06-4394-9925お問い合わせ

　フードドライブとは、ご家庭に眠っている食品、例えば、買ったけど使わないだろう食品や、置いていたけれど
この先食べないであろう食品などをお持ちいただき、食材の確保が困難な個人や団体に支援をする活動です。
　いただいた食品は、社会福祉協議会や支援団体を通じて、支援の必要なご家庭などに活用させていただきます。

「ミニきら2020」の地域の会場にてフードドライブを実施します！
みなさまのご協力をよろしくお願いします！

「ミニきら2020」の地域の会場にてフードドライブを実施します！
みなさまのご協力をよろしくお願いします！

受付できない食品
・賞味期限の切れているもの
・開封されているもの
・生鮮食品・アルコール飲料

お持ちいただきたい食品
・賞味期限の記載がされていて、期限が１ヶ月以上あるもの
・未開封のもの・常温保存のもの
　缶詰　インスタント食品　レトルト食品　乾物　お米　お菓子など

❶ SNS（YouTube等）への動画配信で、集まらないコンサート＆参画団体・事業の紹介
❷あったか輝らめき映画会（11/8（日）　大正会館（図書館の3階）ホール　75人入替2回上映　10：30～、14：30～）
　《上映作品》『パディントン2』（2017年・104分）
 応募方法　①「往復ハガキ」に希望回【Ⓐ午前・Ⓑ午後】を記入し、名前（3人以内）・住所・電話番号を書いて申込み。
　　　　 　②11月2日消印有効・締切で受付。各回75人を抽選で選び、当選者に返信ハガキをお送りします。
　　　　 　※各回定員75人のうち、各15人ずつは、障がい児者などの優先枠とさせていただきます。



☎ 06-6555-7575お問い合わせ 大正区地域包括支援センター　☎ 06-6555-0693お問い合わせ

布団丸洗い乾燥サービス

 申込方法　ご来所にて受付します。詳しくは下記までお問い合わせください。
 申込期間　令和2年10月12日（月）～10月30日（金）
 実施予定　令和2年12月 7日（月）～12月18日（金）
 利 用 料　ふとん1枚　1,000円　毛布　1枚　400円
※布団等の返却には1週間かかりますので、ご注意ください。

ウイルス拡大防止のため長らく中止していたいきいき教室も、
各地域で３密対策を徹底しながら、少しずつ再開し始めてい
ます。顔なじみの方と会えて満面の笑みを浮かべる方、久々に
仲間と再開できてほっと安心された方、楽しいレクリエーショ
ンを心待ちにされていた方…。参加者の方 と々交流する中で、
皆さんの強い思いをひしひしと感じています。今後も密を避け
ながら活動を行いますので、引き続きよろしくお願いします。

徐々に再開！い き い き 教 室

介護予防教室　☎ 06-6555-7575お問い合わせ

ウイルス拡大防止のため長らく中止していたいきいき教室も、
各地域で３密対策を徹底しながら、少しずつ再開し始めてい
ます。顔なじみの方と会えて満面の笑みを浮かべる方、久々に
仲間と再開できてほっと安心された方、楽しいレクリエーショ
ンを心待ちにされていた方…。参加者の方 と々交流する中で、
皆さんの強い思いをひしひしと感じています。今後も密を避け
ながら活動を行いますので、引き続きよろしくお願いします。

令和２年度 布団丸洗い乾燥サービス
大正区内にお住まいで、寝具の衛生管理が困難な在宅の方で、次のいずれかに該当する方。

❶介護保険の要介護状態区分が要介護（1～5）及び要支援（1・2）で65才以上の一人暮
らしの方、または高齢者のみの世帯の方。※介護保険非該当の方は利用できません。

❷身体障害者手帳(1・2級)、精神障害保健福祉手帳(1・2級)、療育手帳(重度)、のいづ
れかをお持ちの方。※生活支援のできる家族等と同居している方は利用できません。

利用できる方 大正区地域包括支援センターに
ご相談ください

地域包括支援センターは高齢者の方の相談をお受けしています。地域で安心
して生活を続けていくことができるよう、支援を行っていきます。介護サービス
に関することや、暮らしの中でお困りのことなど、お気軽にご相談ください。

大正区地域包括支援センターに
ご相談ください

千島3丁目20番～24番、平尾、小林東、小林西、南恩加島、船町、鶴町担当地域

日ごろの
見守り

災害時の
避難支援

制度のはざまの方でどんなサービスを使えるかわ
からない等、さまざまな要因により適切な支援を
受けることが出来ていない方に対し、見守り支援
ネットワーカーが訪問によりアプローチを行ない、
適切なサービスへとつなげます。

「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」

◎推進員活動の時間：月～金（不定休）10時～15時◎推進員活動の時間：月～金（不定休）10時～15時 大正区見守り相談室　☎ 06-6555-5762お問い合わせ

生活の困りごと何でもご相談ください生活の困りごと何でもご相談ください

見守り相談室

見守り推進員
地域名 推進員 場所 住所 電話番号
三軒家西
三軒家東
泉尾東
泉尾北
中泉尾
北恩加島
小林
平尾　
南恩加島
鶴町

河上
小早川
水上
和氣
國本
前田
涌田
松下
藤田
岸本

三軒家西福祉会館
三軒家東老人憩の家
泉尾東福祉会館
泉尾北老人憩の家
中泉尾老人憩の家
北恩加島老人憩の家　
小林老人憩の家
平尾老人憩の家
南恩加島老人憩の家
鶴町第２福祉会館

三軒家西1-7-5　
三軒家東2-5-17
千島2-2-8 2F
泉尾2-13-20 2F
泉尾4-18-5　
北村1-15-11 2F　
小林西2-6-7　
平尾2-22-15　
南恩加島2-7-17
鶴町3-2-16

06-6555-0185
06-6553-0400
06-6555-5293
06-6553-9660
06-6553-8660
06-6553-9551
06-6553-5884
06-6553-2322
06-6555-5378
06-6555-6750

見守り相談室
・「要援護者支援システム」の構築に向けて、要援護者に係る
同意確認・名簿の整備・訪問を行っています
・「要援護者支援システム」の構築に向けて検討している地
域への支援
　令和元年度協定書を結んだ地域（三軒家西、泉尾北）
　今年度においても随時、説明会を開催し、検討される地域
へ出向いています
・各地域に配置された「見守り推進員」とともに、「要援護者
支援システム」の構築に向けた働きかけ、いろいろな福祉
課題の早期発見につとめています

「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」地域見守り体制づくり推進事業
・「要援護者支援システム」を構築された地域におけ
る活動のコーディネート及びサポート
・「要援護者支援システム」の構築に向けて検討して
いる地域への支援
・要援護者と地域団体との円滑なつなぎに関する業務
「要援護者支援システム」の構築に向けて、見守り推
進員は活動を行っています

大正区が考える見守りの仕組み大正区が考える見守りの仕組み

日ごろから顔見知りになり、気にかけ
て、声をかけるなどの見守り活動と、地
震や台風などの災害が起こったときの
避難支援を地域ぐるみで、一体的に行
える仕組み

【要援護者支援システム】【要援護者支援システム】

日ごろの見守りと　
災害時の避難支援

～ともに支えあう地域を目指して～

【要援護者支援システム】

日ごろの見守りと　
災害時の避難支援

～ともに支えあう地域を目指して～

【要援護者支援システム】

ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 報 告

できる事からコツコツと 「手しごとの会」へ感謝状が贈られました！できる事からコツコツと 「手しごとの会」へ感謝状が贈られました！
ボランティア・市民活動センターでは、現在ボランティア
グループの皆様に他者と密になったり大声を出すなどの
活動を控えていただいています。ただ、多くの制限がある
中でも「仲間の顔だけでも見て元気をもらいたい」との思
いから、打ち合わせ会とし
てセンターを利用している
グループもあります。
本来の活動が再開できるよ
うになるまで、それぞれが
できる範囲で活動を行いな
がら、今の時期を乗り切り
ましょう！

今年の２月、ボランティアグループ「手しごとの会」より、
宮城県の丸森町社会福祉協議会へ作り溜めていたぞうき
ん100枚を寄付しました。それを受け、現地よりボラン
ティアへ向けた感謝状が送られてきたので、メンバーの皆
様に贈呈しました。
コツコツと地道に活動し
て頂いた結果、遠く離れ
た地域の方々と絆を深め
ることができました。「手
しごとの会」の皆様、あ
りがとうございました。

フォークダンスグループ「オクラホマ」のミーティングの様子フォークダンスグループ「オクラホマ」のミーティングの様子

「男の体操教室（男性限定）」全4回
「楽しい色々アート講座」全4回
「転ばぬ先の知恵①～お金に関わるトラブル対策」
「頭の体操に脳トレ！」
「転倒・骨折予防運動」
「防災講習会②～防災グッズを作ろう」
「健康リズム体操」
「認知症について楽しく学ぼう！」
「レッツスマホ」「頭の体操に脳トレ！」
「防災講習会③～避難所での過ごし方」
「転倒・骨折予防運動」

「水墨画に挑戦！」全4回
「転ばぬ先の知恵③～施設介護？自宅介護？選ぶのはどっち？」
「学びませんか？スマホ決済」
「３Ｂ体操」「頭の体操に脳トレ！」
「レッツスマホ」
「レッツタブレット」
「チャレンジ体力測定会」
「頭の体操に脳トレ！」

「誰にでもできるバランス運動」全4回
「チャレンジ体力測定会」「レッツタブレット」
「転ばぬ先の知恵②～ラストプランニング」
「３Ｂ体操」「頭の体操に脳トレ！」
「ペン習字講習会」全4回
「男の体操教室（男性限定）」全4回
「ためになる栄養士のお話」
「頭の体操に脳トレ！」「３Ｂ体操」



フリーダイヤル（無料）で電話をかければ、大正区広報紙「こんにちは大正」などの情報、また地域のいろいろな情報も得られます。

携帯電話からでもご利用いただけます。

お友だち・お知り合いにもお伝えください！
く み ん へ く ば ろ う

0120－930－986ハロー大正案内ダイヤル

10月

11月

２月

３月

12月

令和
３年
１月

〈プラザ・福祉センターアクセスマップ〉
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★大正区子ども・子育てプラザ
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★大正区子ども・子育てプラザ

阪神高速西大阪線
国道43号線

医師会館
●

コンビニ●

大正区老人福祉センター
●

 

高齢者の
「集いの場」

マスク着用はもちろん、入館時の検温・手指消毒と安全を考慮し、開館しております。

所 在 地
大正区泉尾3-9-16　
☎ 06-6554-5330　FAX 06-6554-5367
市バス「永楽橋筋」西へ約200m
開館時間
月曜～土曜　午前10時～午後5時
（日・祝日と年末年始は休館）

大正区老人福祉センター大正区老人福祉センター

所 在 地

開設日時

休 館 日

泉尾3-9-16　☎ 06-6554-5377
 http://www.osaka-kosodate.net/plaza/taisho/
火～日曜日　午前9時～午後9時
※夜間のグループ利用が無い
　場合は午後5時30分で閉館
月曜日・祝日・年末年始・
プラザの定めた日

ファミリー・サポート・センターは3ヶ月～概ね10歳のお子さんのいる
「子育てを手伝ってほしい人」と「子育てを手伝える人」をつなぐ事業です。（有料）

休 館 日：プラザ内開設のためプラザに準ずる
開設時間：午前9時～午後5時30分
☎ 06-6554-5341

子育て中のこんな「困った！」時にご利用ください。

子育てをお手伝いできる方も募集しています

残業で保育所のお迎えに間に合わない

保育所等までお迎えに行き、そのまま
会員さん宅で預かってもらえます！

用事があるので子どもを預かってほしい

買い物、病院、リフレッシュなどの時にぜひ！
塾や習い事などの送迎もお願いできます！

まずは
コーディネーターに
ご相談ください。

老人福祉センターは市内在住の60歳以上の方に健康で楽しい生活を
していただくため、各種相談に応じたり、健康の増進や教養の向上、
自主活動への支援、レクリエーションなどの事業を行っています。

老人福祉センターは市内在住の60歳以上の方に健康で楽しい生活を
していただくため、各種相談に応じたり、健康の増進や教養の向上、
自主活動への支援、レクリエーションなどの事業を行っています。

子どもの
「あそび場」 プラザは大阪市在住の0歳～未就学児親子と小・中学生が無料で

自由に遊べる子どものための室内の「あそび場」です。

大正区子ども・子育てプラザ大正区子ども・子育てプラザ
プラザは大阪市在住の0歳～未就学児親子と小・中学生が無料で
自由に遊べる子どものための室内の「あそび場」です。

新型コロナウイルス感染症の感染予防として、当面の間、
ご利用時間ご利用方法が下記のとおりとなっています。
ご理解・ご協力の程よろしくお願いします。
詳しくはプラザHPをご覧ください。
 

0歳～未就学児親子の利用時間  
 

要事前予約（1枠90分・定員8組）  

火曜日～土曜日 ①9：30～11：00 ②11：15～12：45  
 

第２日曜日 　9：30～12：00   

小・中学生の利用時間  
 

今年度、初めて利用の場合は保護者の事前連絡が必要になります。
（1枠90分・先着12名）
火曜日～土曜日 ①13：00～14：30 ②15：00～16：30 

 

日曜日 ①10：00～11：30 ②13：00～14：30 ③15：00～16：30
 

 

 

③13：15～14：45

ファミリー・サポート・センター大正支部

0歳～未就学児親子のあそび場
親子向けイベント
はっぴぃ☆バースデー0歳～未就学児親子のあそび場
親子向けイベント
はっぴぃ☆バースデー

小・中学生のあそび場
小・中学生向けイベント
紙すきではがを作ろう！小・中学生のあそび場
小・中学生向けイベント
紙すきではがを作ろう！

10月～令和3年3月までの行事予定

囲碁・将棋

文化系講習会

体操・運動系講習会
なんでも相談会

スマホ講習会 手作り講習会

人と人との距離をとって、楽しくいろいろな
講習会を開催しています

地域包括支援セン
ターによる出張相
談。高齢者のための
月１開催。お気軽に
お越しください。

マスク着用し
て、対戦者間に
はアクリル板を
設置。駒や盤は
毎回消毒して
おります。

講師もマスク
しての指導！
参加者には休
憩と水分補給
を 忘 れ ず に
行っています。

「男の体操教室（男性限定）」全4回
「楽しい色々アート講座」全4回
「転ばぬ先の知恵①～お金に関わるトラブル対策」
「頭の体操に脳トレ！」
「転倒・骨折予防運動」
「防災講習会②～防災グッズを作ろう」
「健康リズム体操」
「認知症について楽しく学ぼう！」
「レッツスマホ」「頭の体操に脳トレ！」
「防災講習会③～避難所での過ごし方」
「転倒・骨折予防運動」

「水墨画に挑戦！」全4回
「転ばぬ先の知恵③～施設介護？自宅介護？選ぶのはどっち？」
「学びませんか？スマホ決済」
「３Ｂ体操」「頭の体操に脳トレ！」
「レッツスマホ」
「レッツタブレット」
「チャレンジ体力測定会」
「頭の体操に脳トレ！」

「誰にでもできるバランス運動」全4回
「チャレンジ体力測定会」「レッツタブレット」
「転ばぬ先の知恵②～ラストプランニング」
「３Ｂ体操」「頭の体操に脳トレ！」
「ペン習字講習会」全4回
「男の体操教室（男性限定）」全4回
「ためになる栄養士のお話」
「頭の体操に脳トレ！」「３Ｂ体操」

※新型コロナウイルス拡大予防の
ため変更する場合もありますの
で、詳細はセンターまでお問い
合わせください。

10月20日（火）から
遊びの時間が変わります



「赤い羽根　共同募金」
への協力、

よろしくお願いします。

コロナウイルスの影響で開催が出
来ておりませんが、再開に向けて
コーヒーを淹れる練習会を行いまし
た。再開の折には改めてお知らせい
たしますので、どうぞ楽しみにお待
ちください。

生活支援体制コーディネーターからのお知らせ

外出自粛障がい者等見守り支援

コロナウイルスの影響で活動
は中止しておりますが、再開
に向けて準備を進めていま
す。再開の折にはお知ら
せしますので、是非
ご参加下さい。

りびんぐラボ大正様および株式会社池田鉄工所様より、
フェイスシールド400台をご寄付いただきました。
「コロナウイルス拡大への予防策として、我々に何かできる
事はないだろうか」との思いから、今回の企画を持ち掛けて
くださいました。このたびご寄付いただいたフェイスシール
ドは、大正区内の高齢者施設、幼稚園・保育園、障がい者
事業所、老人憩の家など、福祉施設を中心に幅広く配布し
活用しています。

8月22日（土）、9月22日（火）に「外出自粛障がい者等見守り支援事業配食サービス」を
実施させていただきました。
今回は、大正区身体障がい者団体協議会の会員の中から希望された方へ
配食業者の協力を得て、安否確認を兼ねた配食を実施いたしました。
配食業者の方は、利用者の方の耳が不自由であったり、目の不自由な方がいらっしゃいま
すので、配達する時にわかりやすく、メモや看板などを持ち歩いて配慮しながら、丁寧に対
応されていました。今回、参加された利用者の方は、「とてもうれしい」と喜ばれておられま
した。次回は10月22日（木）に実施します。

　フードドライブとは、ご家庭に眠っている食品、例えば、買ったけど使わないだろう食品や、置いていたけれど

ひとり親家庭等支援
８月21日（金）から『「仏さん」の「おすそわけ」』を開催しており、現在も
引き続き実施中です。
大正区精霊流し実行委員会の方が、寺に供えられた
お菓子等を区内ひとり親家庭等へおすそわけをした
い！という願いの下、開催させていただきました。
窓口は、区社協（ふれあい福祉センター）となって
おりますのでお気軽にお問合せください。

サンアグロ株式会社様から、車いす（子ども用2台、大人用
5台）をご寄付いただき、10月2日（金）に贈呈式を行いま
した。
当日は、荒田理事様、米谷工場長様、平野課長様にご出席
いただき、区社協の川上会長より感謝状をお渡ししまし
た。ご寄付いただいた車いすは、急な怪我や外出などで必
要となった方への貸出や、地域で行われる福祉教育や各種
イベント時に活用させていただきます。

フェイスシールド

生活支援体制コーディネーターからのお知らせ
おやじカフェ 囲碁・将棋サロンおやじカフェ 囲碁・将棋サロン

善 意 銀 行善 意 銀 行
車いす（子ども用・大人用）

外出自粛障がい者等見守り支援

ひとり親家庭等支援

「ミニきら2020」プレ企画のお知らせ 

大正区社会福祉協議会では、皆さまからの善意によるご寄附（預託）をお受けし
区内の社会福祉に関わる事業に活用（払出）させていただいています。

ご寄附ありがとうございました　敬称略
色鉛筆、ウエットティッシュ、メモ帳　匿名

大正区社会福祉協議会では、皆さまからの善意によるご寄附（預託）をお受けし
区内の社会福祉に関わる事業に活用（払出）させていただいています。

この募金は、大正区の福祉活動等に役立させて頂いています。
昨年も、皆さまからの募金は、皆さまの地域の福祉活動等に役立させて頂きました。
今年の募金も令和3年度、大正区の福祉活動等に役立たせていきます。
今年は、次の期間で募金活動をおこなっておりますので、どうぞご協力、よろしくお願いします。
  期 間　令和２年10月1日（木）～12月31日（木）


