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福祉・介護・

子育て・ボランティアを

応援します    

大正区社会福祉協議会は、地域福祉の推進を担う組織として『誰もが自分ら
しく安心して暮らせる「支えあい」のあるまちづくり』をモットーに事業を展開し
ており、今年度より「生活困窮者自立相談支援事業」「地域における要援護者
の見守りネットワーク強化事業」「地域見守り活動を通した要援護者支援強化
事業」の３つの新たな事業に取り組んでいきます。見守り支援と自立相談支援
とが連携した取り組みの中で、住民が抱える多様な課題の早期発見・早期解
決から継続的支援に至るまでを、多層のネットワークを最大限に活用し、地域
での新たな「支え合い」のしくみづくりまでを見据えた広範なニーズに対する
包括的・継続的支援を実現するための、「総合相談」を実施していきます。

①要援護者名簿に係る同意確認・名簿整備・管理
　真に支援が必要な要援護者を把握するため、行政と地域
が保有するよう援護者の情報を集約し、地域への情報提
供にかかる本人の同意確認を行い、地域の見守り等につ
なげます。

②孤立世帯等への専門的対応
　孤立死リスクの高い要援護者やセルフネグレクトの状態
にある方等に対して、福祉専門職が訪問し、地域の見守
りや福祉サービス利用につなげます。

③認知症高齢者等の行方不明時の早期発見
　認知症高齢者等が行方不明になった場合に、
早期発見・早期保護につなげるため、メール
や FAXにより協力者へ情報を配信します。

大正区社会福祉協議会
における新規事業

自立相談支援窓口「インコス大正」がスタートしました
( 愛称インコスは ＝ Independence Consultation  Support
（（自立相談支援））の略です )

インコス大正では、様々な要因で生活のしづらさを
抱えておられる方に対して、必要なサポートを行い
ます。たとえば、生活に不安を抱えている方や、仕
事に就く自信のない方などのご相談を専任のスタッ
フがお受けしています。まずはご相談を！

開設場所
業務内容

大正区役所　１階
自立相談支援　担当：池田、河原　☎ 06‒4394‒9925

※大正区では「インコス大正」に生活福祉資金貸付窓口も設置しています。
　　　　　　　　　　　　　　　 担当：宅和　☎ 06‒6555‒5760

対象となる方

区内在住で
生活にお困りの方

地域見守り活動を通した
要援護者支援強化事業
●各地域に配置された「見守り推進員」とともに、見守り活
動やいろいろな福祉課題の早期発見につとめます。
●地域連携の核としての「高齢者食事サービス」を実施し、
有意義な見守りネットワークづくりを推進します。
●さまざまな地域の担い手の方と協働し、「地域における要
援護者のネットワーク強化事業」と密接に連携します。

見守り相談室が開設になりました

それぞれの機能を一体的に実施することにより、地域で把握
した要援護者の方を適切な支援や、見守りにつなぎ、誰もが
住み慣れた地域において、自分らしく安全で安心して暮らし
続けることができる社会の実現を目指します。

※認知症サポーター養成講座の開催も随時受け付けております
ので、お気軽にお問い合わせください。

※この事業は大阪市より受託をし、実施しています。

平成27年度

たとえば

地域における要援護者の
見守りネットワーク強化事業
「見守り相談室」の３つの機能

不景気で
職を

失った…
家賃の

支払いが心配

これからの
生活をどう
しよう

生活困窮者自立相談支援事業

※この事業は大阪市より受託をし、実施しています。



大阪市大正区小林西1－14－3（ふれあい福祉センター内）
☎ 06－6555－0693 ／ FAX 06－6555－0687
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
月曜日～金曜日　9：00～19：00
土曜日　　　　　9：00～17:30（日・祝・年末年始を除く）

所 在 地
連 絡 先
担当区域

開設時間

大正区からは「絵本の会大正」、手話サークル「芦
舟」、手品サークル「からくり浪漫」、フォークダン
ス「オクラホマ」、ハンドベル演奏「ミュージック
ベルメルヘン」に集まったレシートの合計額の
１％分のイオンギフトカードが、平成27年4月11
日(土)に贈呈されました。
平成27年3月11日～平成27年8月11日の5か月間は、
和太鼓「円陣」、おはなしボランティア「アナンシ」、
手話サークル「芦舟」、「たんぽぽの会」、ハンドベル
演奏「ミュージックベルメルヘン」が参加されています。
毎月11日に発行される、黄色いレシートをグルー
プの投函ボックスに入れていただくと、レシート
表示額の１％がそのグループに還元されます。引
き続き、皆さまのご協力お願いいたします。

利用者さま、おひとりおひとりに合った時間
を過ごしていただけるようなケアを心がけて
います。例えば、今では遠ざかってしまって
いる、趣味でしていた手芸や写真を介護の専
門スタッフやボランティアの方々と一緒にも
う一度楽しんでみませんか？入浴サービスを
実施していない分、ゆったりとしたひととき
を過ごしていただけます。ぜひ一度、のぞい
てみてください。

●同じフロアーには、乳幼児と保護者達との
交流の時間を設けています。皆でほっこ
りした時間を過ごしましょう！

●「いきいき百歳体操」をプログラムに取り
入れています。少しの運動で筋力低下の
予防にとても効果のある体操です。ぜひ
一度体験してみてください。

当センターの三階にある通所型介護予防教室
では、運動指導士、管理栄養士、歯科衛生士
の指導のもと、普段よく使う足腰に限らず、
普段使わない筋肉をほぐし血行を良くするト
レーニング、自宅でできるイスに座った体操、
高齢者に必要なバランスのとれた食事のレシ
ピや、食事や会話を楽しむためのお口のケア、
お口の渇きを改善できる体操などを実施して
おり、皆さん毎回楽しみに参加されています。

わたしたち、

に、なんでもご相談ください！
大正区地域包括支援センター

大正区地域包括支援センター

介護が必要にならないための
健康づくりや、要支援１・２の
認定を受けられた方の自立に
向けたサービスを支援します。

自立した生活を
支援します！介護のことや、暮らしの中で

困っていることなどお気軽に
ご相談ください。
適切なサービスにつなげるな
ど、相談内容に応じた支援を
します。

相談や悩みにお応えします！

ケアマネジャーへの支援や、
行政、医療機関、その他さま
ざまな関係機関と連携し、地域
全体で高齢者を支援します。

暮らしやすい
まちづくりをすすめます！

高齢者が安心して生活できる
よう、虐待の早期発見や対応、
成年後見制度の紹介や消費者
被害の防止を進めていきます。

権利を守る
お手伝いをします！

お問い合わせ

ボランティア
ビューロー
からのお知らせ

大正区在宅
デイサービス
センター

介護予防教室
（複合型）のご案内

詳しくは介護予防担当：吉田
またはお近くの包括支援センターへ
お問い合わせください。

ご
存
知
で
す
か
？

Ａクラス：火曜日
Ｂクラス：火曜日
Cクラス：水曜日
Dクラス：水曜日

10：00～11：30
13：00～14：30
  9：20～10：50
11：00～12：30

海外の子ども達へポリオワクチンを
届けるためのボランティア募集

イオン大阪ドームシティ店で
「黄色いレシートキャンペーン」

贈呈式がありました

☆ペットボトルキャップの選別をする活動です !!☆

☎ 06‒6555‒7575
ボランティアビューロー担当：小島

対象者
65歳以上で介護
保険の認定を受け
ていない方

日　時

場　所
住　所
内　容
連絡先

毎週 火曜日・木曜日 （祝日は休館）
10：00～16：00
送迎、  バイタルサインチェック、
レクリエーション、  創作活動、
いきいき百歳体操

開設時間

サービス内容

※入浴、食事サービスは実施しておりません。
　「たいしょっこひろば」は親子連れが気軽に遊べる場です。

平日の月・水・金 10：00～17：00
までの間の2時間くらい。
大正区社会福祉協議会
大正区小林西1‒14‒3
キャップを選別する作業です。
大正区社会福祉協議会

日 程

お問い合わせ
☎ 06‒6555‒7575
デイサービス担当：廻戸

お問い合わせ



■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
講座を男女共同参画センター子育て活動支援館で受講していただきます。

■報酬の基準（１時間あたり）
　通常（7：00～20：00）…………… 800円
　上記以外の早朝・夜間・土日・祝… 900円

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。

乳幼児と保護者対象～つどいの広
場

小中学生対象～児童健全育成事
業

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

子育てグループに活動場所の提供をおこなっています
保護者が集まって共同で運営する子育てグループのために、
活動場所（お部屋）の提供をおこなっています。グループ
活動を考えていらっしゃる方はぜひ一度お越しください。

ブックスタート
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。
27年度は毎月第３水曜日の10：30～11：00です。また、6月・
10月は第4土曜日11：00～11：30も実施しています。

◎所在地：泉尾 3‒9‒16　☎ 06‒6554‒5377
◎ＵＲＬ：http://www.osaka-kosodate.net/plaza/taisho/
◎開設時間：9：00 ～ 21：00（日曜日は 17：30 まで）
　　　　　　★開設時間と事業実施時間は異なります。
◎休 業 日：月曜・祝日 （月曜日が祝日の場合は翌日も）・年末年始・
　　　　　　但し５/５は開館

ファミリー・サポート・センター大正支部
子育てを地域で支えあっています

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
“あなたの知りたい”をお電話で

― 大正区アクションプラン「みんなの自慢のまちづくり」―

生きがいと健康づくり・仲間づくりを応援する高齢者の「居場所＆活動場所」

大正区老人福祉センターを
ご利用ください!!

「大正区子ども・子育てプラザ」

老人福祉センターは、高齢者（市内在住で60歳以上の方）に対して
各種相談に応じるとともに健康の増進や教養の向上、自主活動の支
援、レクリエーションなどの機会と便宜の提供を主な目的とする地
域福祉施設です。

●時間や内容等詳しくは老人福祉センターへ問い合わせか、大阪市大正区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

●高齢者に役立つお話・各種相談や「お医者さんの健康講話」「い
きいき百歳体操」などの健康づくりも行っています。
●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。

●各行事の詳細はセンターまでお問い合わせください。
●内容・日時等変更になる場合があります。

●詩吟（第 2・4月曜）
●書道①②（月 2回火曜）
●茶道（第 2・3・4水曜）
●俳句（第 2木曜）
●民謡（第 1・2・3土曜）
●フラダンス（第 1・3水曜）
●折り紙（第 1金曜）
●ヨガ①②（月 2回金曜）

●大正琴（第 1・3土曜）
●生花（第 2金曜）
●写真（第 2木曜）
●カラオケクラブ（毎月曜～土曜）
●カラオケ①②③（月 1回月曜）
●区老連手芸（第 1水曜）
●区老連ディスコン（毎木曜）
●男性歌手のカラオケ（第 4月曜）

●卓球（毎月曜・火曜・土曜）
●民舞（第 1・3金曜）
●フォークダンス（第 2・4水曜）
●歌体操（第 2金曜）
●絵手紙（第 1・3木曜）
●太極拳（第 2・4水曜）
●手芸（第 2・4金曜）
●踊りの会（第 2・4月曜）

●社交ダンス（第 2・3・4木曜）
●スポーツ吹矢（第 1・3水曜）
●なつメロの会（第 1・3月曜）
●歌う会（第 4火曜）
●百人一首を楽しむ会（第 1水曜）
●区老連コーラス（第 1木曜）

各サークル
見学は随時

こんな自主サークルが
活動しています

◎所在地：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～土曜の 10：00 ～ 17：00 （日・祝日と年末年始は休館）
◎主な事業：自主活動の活動支援

  6月20日（土）
27日（土）

  7月23日（木）
  7月30日（木）
  8月  6日（木）
  8月19日（水）

27日（木）
28日（金）

  9月29日（火）
10月  1日（木）
10月29日（木）

30日（金）
11月26日（木）
12月  3日（木）
12月16日（水）

平成27年 

老人福祉センターの特別行事予定

パソコン講習会（初心者編）

お誕生会（6・7月生まれの方）
夏まつり
料理教室

健康づくり講習会

敬老お祝い会（8・9月生まれの方）
料理教室

文化祭

お誕生会（10・11月生まれの方）
料理教室
クリスマス会

パソコン教室

百歳体操

輪投げ大会

夏まつり

※館内には大正区老人クラブ連合会の事務局もあり、
　協働で生きがいづくりの活動を進めています。

くつろぎ、憩い、語らう場所としてご活用ください

子育て中の家庭や、地域の子育て活動を支援しています。

◎所 在 地：泉尾 3‒9‒16（プラザ内にあります）☎ 06‒6554‒5341
◎開設時間：9：00 ～ 17：30（日曜日は 17：00 まで）
◎休 業 日：月曜・祝日・年末年始（月曜日が祝日の場合は翌日も）

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。
※ペアリング（依頼会員と提供会員の顔合わせ）には、専門
　コーディネーターが立ち会います。

※時間帯につきましては、
　コーディネーターまで
　お問い合わせください。

※天候や行事等で部屋が使用できない場合もあります。

講  座
イベント
紹  介

・わらべうた ・親子たいそう  ・Let’s 親子リズム
・親子ビクス ・寒天あそび ・骨盤調整ヨガ  など

火～土曜日　9：30～16：00（ランチOK）
月に一度、日曜日の午前中も実施しています。
0・1歳対象のあかちゃんルームもあります。

似顔絵を描いてもらおうLet’s 親子リズム

提供会員
募集中

この広報誌は赤い羽根共同募金配分金で作成しています。



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

老人憩の家
老人憩の家
福祉会館

福祉会館

老人憩の家
老人憩の家
老人憩の家
老人憩の家
老人憩の家
第2福祉会館

月3回　2、3、4木曜日
月3回　1、2、3火曜日
週1回　火曜日
月2回　2、4土曜日
週2回　水、木曜日（配食）
月2回　2、3火曜日
月2回　2、4火曜日
月2回　2、4火曜日
月3回　不定期火曜日
月3回　2、3、4水曜日
週1回　土曜日

開催地域 開催場所 開 催 回 数

ふ れ あ い 型 高齢者食事サービス事業

平成26年度 決算報告

利用延べ人数
実施地域数

21,499人
10 地域

平成26年度　ふれあい型高齢者食事サービス事業実施状況報告

（単位：千円）

区社協賛助会員の募集！

善意銀行にご協力をお願いします

大正区共同募金へのご協力
ありがとうございました。

法人運営事業　2,684

区地域福祉活動支援事業　48,092

助成事業　980

共同募金配分金事業　4,502

地域福祉推進基金運営事業　979

地域生活支援事業　7,788

善意銀行事業　20

あんしんさぽーと事業　358

地域包括支援
センター事業　31,934

介護予防事業　9,745

法人運営事業　12,864

区地域福祉活動支援事業　48,092

助成事業　980

共同募金配分金事業　4,502

地域福祉推進基金
運営事業　1,517

地域生活支援事業　7,788

あんしんさぽーと事業　358

地域包括支援
センター事業　31,954

介護予防事業　7,317

その他の活動による支出　1,000

地域見守り活動災害時
要援護者ニーズ調査事業　16,789

地域福祉活動推進事業　417

生活福祉資金
貸付事務事業　2,746

子育て活動支援事業　28,673

老人福祉センター事業　18,242

介護予防支援事業　18,571

通所介護事業　5,340

支出の部
合計

207,150
（単位：千円）

収入の部
合計

207,150
（単位：千円）

前年度繰越しからの取崩し　6,190

その他の活動による収入　4,833

地域見守り活動災害時
要援護者ニーズ調査事業　16,771

地域福祉活動推進事業　417 

生活福祉資金
貸付事務事業　2,746 

子育て活動支援事業　28,673 

老人福祉センター事業　18,516

介護予防支援事業　20,030

通所介護事業　1,892

支　出

地域負担 0.5%
70,825円

利用料 49%
6,589,850円

区補助金 50.5%
6,794,750円

運営費 9.3%
1,250,961円

食材費 90.7%
12,204,464円

収　入
13,455,425円 13,455,425円

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。

当区社協では、皆さまからの善意によるご寄付(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)させていただくために、
平成25年4月1日に善意銀行を設立いたしました。

預貯金の出し入れや支払い等の日常の金銭管理、福祉サービス
等の利用援助、通帳や証書等の保管や紛失に不安のある方の預
かりサービスを「あんしんさぽーと」がお手伝いしています。
※なお、預かりだけのサービスはおこなっておりません。

○きらめきパーティー 2014 実行委員会　
　（平成26年4月1日～平成27年3月31日） 敬称略

皆さまの善意により寄せられた共同募金は、様々な社会福祉事業に
活用される貴重な財源となっています。平成26年10月～12月にか
けて実施された共同募金活動により当区社協も募金の配分を受け、
その一部は地域福祉活動団体及びボランティアグループへの助成金な
どに活用されます。ご協力ありがとうございました。

年会費1口　　　10,000円から 

年会費 1口　　　1,000円から

口数に
制限は
ありません

認知症、知的障がいなどにより判断能力が不十分な方で、
契約時に意思の確認ができる方が対象になります。

金銭管理や
福祉サービス利用の相談も

訪問サービス 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 

あんしんさぽーと

受付期間 お問い合わせ
☎ 06-6555-7575

大正区共同募金
配分金助成金のお知らせ

○対象団体

○助成対象事業  

○助成額

○申込み

大正区内において福祉活動をされている以下の団体
（1）大正区内の地域社会福祉協議会、又はその構成団体。
（2）大正区内で活動する（1）を除く社会福祉活動に実績のある団体
　 又は、ボランティアグループ

（1）高齢者福祉事業
（2）障がい者（児）福祉事業
（3）児童・青少年福祉事業
（4）課題を抱える人を対象とした事業
（5）その他、大正区の地域福祉の推進、発展啓発が期待される事業

１団体あたり３万円を上限とします。

申請書類に必要事項を記入のうえ当会に提出。
申請書類は、当会受付に設置しています。

6月19日（金）～6月26日（金）

(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

利用
できる方

サービス
利用料

本年度も大正区内において福祉活動をされている団体及びグループ
に対して助成金の募集を次のとおり行います。

ご寄付を
ありがとう
ございました。




