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福祉・介護・

子育て・ボランティアを

応援します    

●お抹茶サロン
お抹茶とお茶菓子を振る舞う喫茶サロン
「お抹茶サロン」を開催しております。11
月の「きらめきパーティー」にも参加し、多
くのお客様に好評を頂きました。隔月（奇
数月）の第一土曜日に、当センターで開催
しておりますので、ぜひご参加ください。
（料金１００円・事前申し込みが必要です）

●歌体操教室
毎月第一木曜日に、当センターで「歌
体操教室」を開催しています。歌体操
とは、歌のリズムに合わせて体操する
ことで、楽しく健康維持ができる教室
です。童謡や唱歌の他に、歌謡曲など
の聞き馴染みのある歌に合わせて
身体を動かしますので楽しいですよ！
興味のある方は、ぜひご参加くださいね♪

スターバックスのスタッフを講師に招いて、ハ
ンドドリップのコーヒーの淹れ方と接客を楽
しく学んでもらいます。講座修了後には、当セ
ンターで喫茶サロンの運営スタッフとして、
毎月一回程度活動して頂きます。

お問い合わせ 大正区ボランティア・市民活動センター
☎06-6555-7575 

お問い合わせ 大正区社会福祉協議会 ☎06-6555-7575 FAX.06-6555-0687　

今やっています！ これから
やります！

皆さまのご参加お待ちしています！

これから
やります！

今やっています！

ボランティア・市民活動センターボランティア・市民活動センター
地域に根差したボランティア・市民活動を推進するために

様々な取り組みを進めています。

（ふれあい福祉センター２階）
大正区ボランティア・市民活動センター
（初心者の方・女性・子どもも歓迎）

（祝日の場合はお休みです）
大正区内在住の
囲碁・将棋に興味のある方、お好きな方

毎月第2・４土曜日 14：00～16：00

●囲碁・将棋サロン

●男性による喫茶ボランティア養成講座

日　時

参加者参加者

場　所場　所

 参加費 無料

（ふれあい福祉センター２階）
大正区ボランティア・市民活動センター

大正区内在住の男性

３月１７日・２４日・３１日（土） 13：３０～15：３０日　時

対　象対　象

場　所場　所

☆サロン運営に協力していただける
　ボランティア（囲碁・将棋経験者）も同時に募集します！！

※問い合わせ・申込みは下記にご連絡ください。

高齢者が住み慣れた地域でいきいきと元気に暮らしていける仕組み作りを
お手伝いする生活支援コーディネーターが、大正区社会福祉協議会に配置されました。

生活支援コーディネーターが
地域のつながり・支え合い活動を応援します。

生活支援コーディネーターの役割

地域で私にできることが
あるならやってみたい！

※生活支援サービスとは、サロンなどの高齢者の集える場の開催や、掃除・買物といった
　家事支援など高齢者の生活全般を支援する取り組みをいいます。

「やってみたいな！」というあなたの思いや、「あんなことやってるよ。」
「こんなこと困ってきたな。」などの地域の情報をお聞かせください。

地域の皆様と一緒に

取り組んでいきます。

「あったらいいな！」を

共につくりましょう。

スーパーが遠く、
最近買い物や外出が
しんどくなってきたな。
（地域の困りごと）

空いた時間に趣味を
生かした活動がしたい。
仲間もできるかな。。。

マンションの集会所が
空いている。

地域で求められる支援の調査や、
地域にあるサービスの把握

地域づくりに関する意見交換
等の実施、ネットワークづくり

生活支援サービスの
創出の企画・支援担い手の養成・発掘



※なお、預かりだけのサービスはおこなっておりません。

認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な
方のうち、契約時に意思の確認ができる方が対象になります。

金銭管理サービス １回  900円
預かりサービス    月   250円

※低所得者の方には
　利用料などの減免
　があります。

お問い合わせ ☎ 06-6555-0692 

利用
できる方

サービス
利用料

福祉サービス利用援助や
金銭管理

あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）

「あんしんさぽーと」では、
①福祉サービス等の利用援助
②預貯金の出し入れや支払い等の日常の金銭管理サービス
③通帳や証書類の預かりサービスをお手伝いしています。

「地域における要援護者見守りネットワーク強化事業」

こちらの封筒で対象者の方に郵送しています。
　※すでに回答をいただいた方には送付していません。

見守り相談室からのお知らせです！

お問い合わせお問い合わせ

　　　　　   　  大阪市委託事業     　　　　　　　　　　　   　  大阪市委託事業     　　　　　　

大正区見守り相談室 ☎06-6555-5762

案内文案内文

同意書同意書

返信用封筒返信用封筒

「同意書」の返信のない方への訪問を行っております！！

対象者
●知的障がい者A　●精神障がい者１級　●四肢不自由３級
●視覚障がい・聴覚障がい３・４級　●音声・言語機能障がい３級
●難病患者（人工呼吸器装着等の医療機器等への依存が高い人）
●要介護３以上・または日常生活自立度Ⅱ以上
●身体障がい者手帳１・２級　

生活困窮者自立相談支援事業

インコス大正

自立相談支援窓口（インコス大正） ☎ 06-4394-9925

日常生活の困りごと、不安や心配
ごとなど、「インコス大正」にご相
談ください。
専任のスタッフが問題の解決に
向けて、あなたと一緒に考えます。

たとえば・・・
●どこに相談していいのかわからない
●病気があり、仕事や生活が不安
●収入より借金が多くある
●家族が引きこもっている
●なかなか仕事が見つからない

お問い合わせお問い合わせ

大正区内のバス停にポスターを掲示しています。

相談無料
秘密厳守

ご自宅でもできる筋力向上や
転倒防止に効果的な運動を楽
しく気軽に体験します。

からだに必要な食べ物の摂り
方や、すぐに役立つ調理方法な
どを学びます。

いつまでも口から食べられる喜
びのために、口腔の機能や、お
手入れ方法を学びます。

クイズや間違い探し、童謡カル
タなどを使用した回想法、声を
出して本を読むなど、脳トレを
交じえながら楽しく学びます。

いろいろなゲームや歌体操、昔
なつかしい紙芝居やことば遊
び、工作、手品などのレクリ
エーションを行います。

☎ 06-6555-7575お問い合わせお問い合わせ

いきいき教室から ５つのおもてなし
年齢を重ねても、お住まいの地域で健康な生活を
送れるよう支援するための教室です。

※毎月1回、各地域老人憩の家 等で実施しています。

運動
教室

栄養
教室

口腔
教室

認知症
予防

その他

お

もて
なし❶

お

もて
なし❷

お

もて
なし❸

お

もて
なし❹

お

もて
なし❺

介護予防担当

おもてなし
　　いっぱいの

いきいき教室へ

インターネットの交流サービス「フェイス
ブック」に大正区社会福祉協議会公式ペー
ジを開設しています。社会福祉協議会の活
動や地域の催しなどの情報を発信していま
すので、ぜひご覧ください。

大阪市大正区
社会福祉協議会

https://www.facebook.com/taishofureai/

フェイスブックを開設しました！ Facebookで
「いいね！」してね

今回
リニューア

ル
しました!

!

大正区役所1階11番窓口相談場所相談場所 月～金曜日 9：00～17：30開所時間開所時間

ご協力
ください！

   《 送付内容 》   

同意された場合 不同意の場合
要援護者名簿に登録し、名簿を
民生委員さんに提供します。

ワーカーが現在の生活状況の確認を行います。
（要援護者名簿に登録はしません）

提供後は、「要援護者名簿」を基に“災害時の備え”を強化していきます。



60歳以上の方！
（市内在住）

大正区老人福祉センターを
ご利用ください！！

お友だち・お知り合いにもお伝えください！

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。

く み ん へ く ば ろ う

0120－930－986
携帯電話からでもご利用いただけます。

ハロー大正案内ダイヤル
―  大正区アクションプラン「みんなの自慢のまちづくり」―

生きがいのため・健康のため・仲間づくりのため何かを始めたいと思っている

※詳細はセンターまでお問い合わせください。

子ども同士、親同士、親子が集う交流
の場です。育児相談などあればスタッ
フまでお気軽にお声かけください。

●「すくすくルーム」 14:30～17:00
●「ランチルーム」  9:30～16:00
●「あかちゃんルーム」  9:30～14:30（0、1歳専用）
●「軽運動室」  9:30～14：30

※第2日曜日 「すくすくルーム」、「ランチルーム」
　9：30～12：00
☆親子交流、自由遊びの場の提供をおこなって
　います。
☆子育て支援の講座や親子交流のイベント、
　時節のイベントなどを開催しています

所 在 地…泉尾3－9－16　☎ 06-6554－5377
U  R  L…http://www.osaka-kosodate.net/plaza/taisho/
開設日時…火～日曜日  9：00～21：00 ※夜間のグループ利用が無い場合は17：30で閉館
休 館 日…月曜・祝日・年末年始（12月29日～1月3日）※5/5「子どもの日」は開館、
 7月21日～8月31日は毎日開館  当プラザが定める日

３か月児健診の対象となる親子の方に絵本をお渡
ししています。絵本の紹介や読み聞かせなど、絵本
を通して親子のコミュニケーションを深めます。
29年度は毎月第4土曜日の10：30～11：00の開催です。

子どもを預けたい方（依頼会員）と子どもを預かる方
（提供会員）が会員として登録して子育てをささえ合う
「ファミリー・サポート・センター事業」を実施しています。

■ 依頼会員とは・・・
お子さんの幼保園への送迎、いきいき
や学童、習い事などの送迎や保護者の
方の体調不良や急用、リフレッシュの際
に子どもの一時預かりを希望される方
です。（子の年齢3ヶ月～10歳未満）

■ 提供会員とは・・・
地域の子育て支援として子どもの預
かりや幼保園への送迎などに携わって
いただく有償ボランティアの方です。

■ 依頼会員が提供会員に支払う報酬の基準
（1時間あたり）
通常（午前7時～午後8時）・・・・・・８００円
上記以外の早朝・夜間・土日・祝・・・・９００円

※事業説明や入会手続きなどについては詳細をご案内さ
せていただきます。事前にご予約をいただいたうえで
ご来館ください。

～ 講座・イベント紹介 ～
●すこやかルーム●お誕生日会など

火～土曜日　９：３０～14：3０

火～土曜日

火～土　13:00～17:00
日曜日　9:30～12:00、13:00～17:00

 0歳～就学前児と
 その保護者対象 つどいの広場 

 0歳～就学前児と
その保護者対象 親子支援 

小中学生対象 児童健全育成事業 

すくすくルーム ブックスタート

子育てを地域で支えあっています。  

「ファミリー・サポート・センター大正支部」

会員
募集中

つどいの広場事業や児童の健全育成事業、ファミリー・サポート・
センター事業をはじめ、子育て支援講座の開催、子育てグループ
への活動場所の提供もおこなっています。

子育て中の家庭や、地域の子育て活動を支援しています。

「大正区子ども・子育てプラザ」

●「軽運動室」、「おもちゃルーム」、「のびのびフロア」
　☆開館の日は毎日、小中学生を対象に自由遊びの場を開放しています。
　☆ドッジボール大会、工作などのイベントを開催しています。

ベビーマッサージ
親子ビクス

 ☎ 06-６５５４-５３４１
休館日・・・・プラザ内開設のためプラザに準ずる
開設時間・・・・９:00～17:３０

所 在 地 ： 大正区泉尾3-9-16 
☎06-6554-5330 FAX06-6554-5367
市バス「永楽橋筋」西へ約200m
開館時間 ： 月曜～土曜の１０：００～１７：００
（日・祝日と年末年始は休館）

〈大正区老人福祉センター案内〉

★最近、足腰に自身が無いなあ～いつまでも元気に暮らしたいなあ～　
　筋力ＵＰできるよう毎週火・金曜日開催の「いきいき百歳体操」に
　参加しませんか。

★先生に教わって体操やダンスがしてみたいなあ～

　健康体操・フォークダンス・民舞・社交ダンス等はいかがですか。

★日本の良き伝統にふれたいな～

　詩吟・俳句・大正琴・生花・茶道を習ってみませんか。

★何か得意なことを増やしたいなあ～

　絵手紙・英会話に挑戦してみませんか。

★毎日気楽に行きたいなあ～
　囲碁・将棋・バンパーコーナーでは毎日自由に遊んで頂けます。
　ゆっくり本を読める図書室やテレビ・新聞・お茶で憩い語らう
　談話室もあります。

※提供会員として登録するには、子育てに関する
知識を学ぶため２４時間のボランティア講座を
受講していただきます。無料で受講することがで
き、一時保育を利用することもできます。



車いすの貸し出しを
おこなっています。

平尾社会福祉協議会は平尾地域の１年間の活動を通じ
て、平尾地域の皆様と交流して、安心安全なまちづくりに
取り組んでいます。以下、その活動をご紹介いたします。

7月は、薄暮補導を行っています。地域と子ど
もたちの安全のために、夜間に住民と協力し
て地域をくまなく廻っています。

10月には、平尾地域運動会が開催
されました。平尾地域を４つに分けて
競技を行い、今回で３回目を迎えまし
た。あいにくの雨のため体育館で開催
しましたが、参加者は元気いっぱいで頑
張っていました。

9月は、敬老のつどいが行われました。参加者
の方には記念品を贈呈され、日本舞踏やエイ
サーが披露されました。

平尾社会福祉協議会の地域活動紹介

薄暮補導 運動会

敬老のつどい

※他にも、定期的に平尾公園を中心とした
　清掃活動や、平尾小学校で「ふれあい喫茶」を
　行っております。

　平成２９年１２月１日（金）に「サンアグロ株式会社」さま
より、車いす１１台をご寄贈いただき、社会福祉協議会「ふ
れあい福祉センター」で贈呈式を行いました。サンアグロ
株式会社さまからは、南部長さま、井村工場長さま、平野課
長さまにご出席していただき、南部長さまからのあいさつ
の後、車いすを寄贈いただきました。

　大正区社会福祉協議会からは寄本会長が、感
謝状を授与され、謝辞を述べられ式は滞りなく終
了しました。
　寄贈いただいた車いすは、通院や外出など緊急に
必要な方への貸出用に大正区内１０地域の憩の家や
会館などに配置させていただいております。

大正区社会福祉協議会では、緊急時等で
車いすが必要な方に、次の条件で貸し出し
をおこなっています。

※本人確認のため身分証明ができるものをご持参ください。
※各地域の老人憩の家でも、車いすの貸出しを行っています。
　お近くの老人憩の家にお問い合わせください。

年会費1口　　　10,000円から 

※年間を通じて受付
　をしています。

年会費1口　　　1,000 円から
口数に制限はありません

（法人・団体の方が対象になります）団体会員

（個人の方が対象になります）個人会員

大正区社会福祉協議会では、福祉のまちづくりの推進
を目的として、地域福祉活動支援やボランティア活動支
援など、さまざまな事業を展開しています。
そのための自主的な財源の確保と拡充を図るため、賛
助会員の募集をおこなっています。
区民の皆さまには本会の趣旨にご賛同いただき、ぜひ
賛助会員への入会をよろしくお願いします。

区社協賛助会員にぜひ、ご入会ください！

皆さまからの温かいご支援ご協力をお願いいたします。

～ 広げよう！ 地域福祉の輪 ～

口座番号
ゆうちょ銀行（郵便）　００９2０－2－１２０608

加入者名
社会福祉法人 大阪市大正区社会福祉協議会

三軒家西 三軒家西１－７－５ 06-6555-0185

三軒家東 三軒家東２－５－１７ 06-6553-0400

泉 尾 東 千島２－２－８ ２Ｆ 06-6555-5293

泉 尾 北 泉尾２－１３－２０ ２Ｆ 06-6553-9660

中 泉 尾 泉尾４－１８－５ 06-6553-8660

北恩加島 北村１－１５－１１ ２Ｆ 06-6553-9551

小　　林 小林西２－６－７ 06-6554-5884

平　　尾 平尾２－２3－２ 06-6553-2322

南恩加島 南恩加島２－７－１７ 06-6555-5378

鶴　　町 鶴町３－２－１６ 06-6555-6750

●この事業は小学校区に配置された「見守り推進員」とともに、さまざまな
福祉課題の早期発見につとめています。見守り相談室(地域における要
援護者見守りネットワーク強化事業)と密接に連携しながら活動します。

●地域連携の核として実施されている「高齢者食事サービス」を活用し、
ネットワークづくりを推進します。

地域見守り活動を通した
要援護者支援強化事業

地域名 場　所 住　所 電話番号

見守り推進員

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

※介護認定を受けておられる方は、介護保険制度の福祉用具のレンタルを
　ご利用ください。但し、レンタル申請中の人は利用可能です。

大正区内に居住している方。

無料

上記の大正区社会福祉協議会までお問合せください。

貸し出しの際には、所定の申込書にご記入いただきます。

利用対象者

　利用料　

申込み方法

3週間以内 貸出期間 

ありがとう！

車いすの贈呈式

善意銀行だより

※寄付金は、所得税法上の寄付金控除があります。
これからも皆さまの善意をお寄せください。ご協力よろしくお願いいたします。

ご寄附ありがとうございました

平成２９年１１月～平成３０年２月
大正西中学校卒業生・元教員有志
（預託者氏名　敬称略）

◎推進員活動の時間が変わりました：月～金（不定休）10時～15時


