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新しい生活様式の中で、
できる事をできる範囲で！
ウイルス拡大防止に向け、未だ予断を許さない状
況が続いていますが、大正区内においても、感染
防止を第一に考えながら、新しい活動の誕生や従
来の運営方法見直しが行われています。

「すみれキッチン」を別の形で♪
三軒家西小学校で生徒への朝食提供事業を行っている「すみれキッ
チン」。しばらく中止が続いていましたが、12月25日（金）
「すみれ
プロジェクト」としてお菓子の配布が行われました。
クリスマスにちなみ学校にサンタ
さんがやってくると、子どもたち
は、
「あ！サンタさんや」、
「すみれ
キッチンうれしい〜」と終始喜ん
だ様子でした。クリスマスの歌や
ダンスなど地域の方が披露されて
いる中、子どもたちは嬉しそうに
お菓子を受け取り下校しました。

Youtube チャンネルを開設！
大正区内における情
報発 信の新しいツー
ルとして、動 画 共 有
サイトでの動 画公開
をスタートしました。
今回は大正区社協の
紹 介 動 画を作成し、
ナレ ーションは「音
訳ボランティアグループじゅげむ」の皆さまに担当して頂きました。
今後も地域内の活動の様子などを公開する予定ですのでお楽しみ
に！『大正区社協チャンネル』でぜひ検索ください。

リサイクル教室「クリスマスキャンドルづくり」
令和２年1２月５日（土）空きビンと廃油を使用してオリジナルキャン
ドルづくりを開催いたしました。
自分用に・・・、お父さん、お母さんに・・・、お友達へのプレゼントと
して・・・。
少し香りつきのキャンドルなので「いいにおいがする〜」など、喜ん
で持って帰っていきました♪
講師
大阪市環境事業局 西部環境事業局
主催
大正区子ども・子育てプラザ/大正区社会福祉協議会

『ミニきら』を大正区内各地で開催！
例年、当センターで開催している福祉まつりを、今年は10校区に分
けて小規模で開催。たくさんの運
営 ボラン ティアに支 えられ な が
ら、地域住民の方と交流すること
ができました。
（各地域の様子は
左側ページをご覧ください）
「フードドライブ」も各地域で実施（計27件、188品）。
ご協力ありがとうございました！

新たに発足！「つつじ食堂」
12月10日（木）朝食提供事業として「つつじ食堂」を小林小学校で
開催されました。
児童に、菓子パンと果汁100％ジュースを配布され、
「明日の朝食に
食べてね〜」とボランティアの
方が声をかけ、子どもたちは、
「ありがとうございました！」
と寒さを感じさせないくらい
に元気な声であいさつをし、
パンを持って帰りました。
毎月1回、開催される予定
です。

新しい集いの場「もじもじサロン」
三軒家東・泉尾東地域の住民の方から「携帯を
使うようになってから文字を忘れてきた。みんな
で楽しく字を書くサロンがあればいいな。」とい
う声からサロンの立ち上げを検討し、令和2年11
月27日にアクティブデイサービス大正をお借り
してもじもじサロンが立ち上がりました。サロン
の立ち上げに際して、アクティブデイサービスの
協力のもと、検温や手指消毒の徹底、アクリル
板の設置など感染症の対策に細心の注意を払い
開催しました。興味を持たれた方は、是非お問
合せ下さい。
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問合せ先：大正区社会福祉協議会（担当：生活支援コーディネーター)
TEL：06-6555-7575

ボランティアグループの活動紹介
９月から、新型コロナ禍のなかでも、活動の本格再開
に向けて、ふれあい福祉センターを利用され、準備、
練習をしているボランティアグループがおられます。
【おやじカフェ】

【たんぽぽの会】

【抹茶サロン】

【手しごとの会】

新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行ったうえでの
開催とさせていただきました。
この広報誌は、共同募金の配分金の一部を活用して作成しています。

【オクラホマ】

【音訳ボランティア
グループじゅげむ】

新型コロナウイルスの影響等で
生活にお困りの方へ
新型コロナウイルスの影響で収入が減少した方、世帯を対象に貸付等の
申請を受付しています。
【住居確保給付金】
住居を失った方または住居を失うおそれが生じている方で、離職・廃業から
2年以内の方、または休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状
況にある方に、家賃相当額を原則3か月（最長12か月※）支給します。ただ
し、主たる生計維持者であった方に限ります。※令和２年度中に申請された
方が対象です。
●支給額には上限があり、収入額によって変わります。
●支給決定後、貸主に支払われます。
●受給中は、求職活動が必要です。
●その他収入要件、資産要件などがあります。
（世帯全員の合計）
【生活福祉資金の特例貸付】
（令和3年3月末まで）
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で一時的な生活資金に
お困りの方（世帯）に向けた特例貸付の受付を行っています。
●緊急小口資金 貸付金額 20万円以内（特別な場合）
●総合支援資金 貸付上限 単身世帯 月15万円以内
貸付上限 複数世帯 月20万円以内
・必要な書類等 本人確認書類・住民票（世帯全員の記載のもの）・振込口
座の通帳またはキャッシュカード・収入が減少していることが確認できる
書類
・本制度は返済の必要な貸付であり、給付ではございませんのでご注意くだ
さい。

お問い合わせ

インコス大正

☎06-4394-9925

元気をチャージ♪

いきいき教室

自分の力で行きたいところに行ける体力づくりや、しっかり噛める歯をい
つまでも保つためのお話、指を動かして脳も元気になれる工作など…。
大正区内の各地域で月に１度、健康を維持する秘訣を楽しく身に付けら
れる教室を開催しています。地域の方と情報や知恵を共有できる交流の
場にもなりますよ♪
(コロナ感染を防ぐため開催自粛中の地域もありますが、安全に開催でき
る準備が整い次第再開する予定です)

令和２年度の各表彰
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
全国社会福祉協議会

●功労表彰

★野川清美

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
大阪市

●地域福祉推進功労者感謝（役職員）

★北村俊旺 ★谷田京子 ★林武士 ★三好嘉壽麿
★森田幸積

●地域福祉推進功労者表彰（ボランティア）

★音訳ボランティアグループ「じゅげむ」 ★たんぽぽの会
★手品サークル「からくり浪漫」

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

区社協賛助会員にぜひ、ご入会ください！
〜広げよう！地域福祉の輪〜
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。
団体会員（法人・団体の方が対象になります）
年会費1口 10,000円から
個人会員（個人の方が対象になります）
年会費1口 1,000円から
口数に制限はありません ※年間を通じて受付をしています。
口座番号 ゆうちょ銀行（郵便局） 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
みなさまからのあたたかいご支援ご協力をお願いいたします。
賛助会員にご加入いただきありがとうございました！
令和2年度も、多くの方々に趣旨に賛同いただき、加入・継続いただいて
おります。いただいた会費は地域福祉活動に役立ててまいります。
ご寄附をいただくと次の税制優遇措置が受けられます
【個人からのご寄附】
個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。個人からの地
方公共団体への寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定の限
度額までは所得税及び個人住民税（翌年度）が全額軽減されます。

善意銀行にご協力お願いします
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。

お問い合わせ

介護予防教室

☎ 06-6555-7575

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
総合的な相談窓口

ご寄附
ありがとう
ございました

要援護者名簿を
活用した見守り活動
【マスクポスティング】

見守り推進員
地域名 推進員

場所

三軒家西 河上 三軒家西福祉会館

住所

電話番号

三軒家西1-7-5

06-6555-0185

三軒家東 小早川 三軒家東老人憩の家 三軒家東2-5-17 06-6553-0400
泉尾東

水上 泉尾東福祉会館

千島2-2-8 2F

泉尾北

和氣 泉尾北老人憩の家

泉尾2-13-20 2F 06-6553-9660

中泉尾

國本 中泉尾老人憩の家

泉尾4-18-5

06-6555-5293
06-6553-8660

涌田 小林老人憩の家

小林西2-6-7

06-6554-5884

平尾

松下 平尾老人憩の家

平尾2-22-15

06-6553-2322

南恩加島 藤田 南恩加島老人憩の家 南恩加島2-7-17 06-6555-5378
鶴町

岸本 鶴町第２福祉会館

鶴町3-2-16

06-6555-6750

◎推進員活動の時間：月〜金（不定休）10時〜15時

匿名
小林
匿名

一子氏

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

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、地域の様々な活動
が中止となる状況になりました。この状況の中で、外出を自
粛され閉じこもりがちになっている要援護者とのつながりを
絶やさないために、見守り推進員と連携し、マスクの配布（ポ
スティング）で現状確認を行い喜んでいただけました。コロ
ナ禍の中つながりの大切さを改めて教えていただきました。
今後も新生活様式を取り入れながらつとめていきます。

生活の困りごと何でもご相談ください

北恩加島 前田 北恩加島老人憩の家 北村1-15-11 2F 06-6553-9551
小林

敬称略
現金 80,000円
現金 20,000円
大人用紙おむつ

マスクと『こんにちはカード』をポスティ
ングすると、お礼の連絡をいただき同時
に現状確認する事ができました。

地域からの孤立や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。

お問い合わせ 大正区見守り相談室 ☎ 06 ‑ 6555 ‑ 5762

高齢者の介護や暮らしの相談は『大正区地域包括支援センター』まで♪
☎ 06 ‑ 6555 ‑ 0693
担当地域 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

大正区老人福祉センター

高齢者の
「集いの場」

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。

コロナ感染予防のため、以下の対策をしております
◆入館者⇒マスクは必ず着用し、２時間以内の滞在
◆入館時⇒

検温、手指消毒
と体調確認

※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。
今後、予定している活動

▶いきいき百歳体操（毎週火・金曜日）
▶囲碁将棋、バンパー（毎日）
▶図書貸出
▶なんでも相談会
▶各種自主サークル

書道・俳句・絵手紙・折り紙・手芸・
大正琴・生け花・写真
英会話・太極拳・健康体操・区老連手芸、ディスコン

◆密を避ける⇒
部屋利用者の
人数制限
人と人が対面
しないよう
工夫した配席
※対人になる場合はアクリル板を設置

▶講習会

３月１６日（火）「いきいき百歳体操の指導日」
体操の正しい仕方を健康運動指導士が直接アドバイス
３月１７日（水） 「レッツタブレット」
タブレットを実際に操作する体験型講習会
３月１９日（金）「チャレンジ体力測定会」
握力・イス両足立ち上がり・片目片足バランスなど
３月２３日（火）「貯筋運動」
筋肉の貯筋するための気軽にできる運動

◆各部屋⇒換気のため常に２方向の窓を開放。
使用後は机やイスの消毒。

３月２４日（水）「頭の体操に脳トレ！」
タブレットを使って楽しく認知症予防

◆各手洗い場⇒ペーパータオル設置

〈プラザ・福祉センターアクセスマップ〉

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

大正区子ども・子育てプラザ

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。

永楽橋筋
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プラザでは、
コロナ感染予防のため、
マスク着用、
入館時の
検温、
手指消毒と体調確認を行なっています。
また、
密を避けるために人数制限を行ない、
おもちゃや備品
の消毒、
こまめに換気をしながら事業を行なっています。
0歳〜未就学児親子の利用時間
要事前予約（先着12組）
火曜日〜土曜日
第２日曜日

①10：00〜11：45

②12：15〜14：00

9：30〜12：00

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

ファミリー・サポート・センター大正支部
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）
子育て中のこんな「困った！」時にご利用ください。

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
会員さん宅など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！

子育てをお手伝いできる方も募集しています
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

まずは
コーディネーターに
ご相談ください。

所 在 地
泉尾3-9-16 ☎ 06-6554-5377
http://www.osaka-kosodate.net/plaza/taisho/
開館時間
火〜日曜日 午前9時〜午後9時
※夜間のグループが無い場合は午後5時30分で閉館
（月・祝日と年末年始・プラザの定めた日は休館）
お友だち・お知り合いにもお伝えください！

ハロー大正案内ダイヤル

0120−930−986
く

み

ん

へ

く

ば

ろ う

携帯電話からでもご利用いただけます。

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。

各地域でこんな活動が行われています！
※全ての活動を掲載することができないため、一部抜粋してご紹介いたします。
ミニきら In さんにし

高齢者食事サービス（配食）

ミニきら In 三東

高齢者食事サービス（配食）

地域の元気をみんなでつくる！

コロナ禍でも出来ることを◎

住み慣れた地域で再発見♪

小雪が舞う寒い中でも！

地域活動をパネルで紹介！フードド
ライブや啓発物品の配布を実施。

利用者さんの元気な姿を見れるこ
とが何よりもうれしい！

コロナ禍で3密をさけながら、チラシの
配布や啓発、フードドライブを実施。

「こんな日でも来てくれてありがと
う」と感謝の声もありました◎

R2年11月28日（土）
三軒家西福祉会館・岩崎橋公園

R3年1月14日（木）
三軒家西全域

ミニきら In 泉尾東

はぐくみネット勉強会（宿題カフェ）

密避けパネルで地域活動を紹介！

８月再開！10月は宿題カフェに！

地域活動紹介パネルを説明！チラシ
参加の施設利用者も来場で盛況！

8月『はぐくみネット勉強会』名で再開し、
10月からは『宿題カフェ』として再開！

R2年11月28日（土）
大正会館ホール

ミニきら In 中泉尾

R2年8月8日（土）
大正会館会議室

ふれあいまつり

R2年11月21日（土）
三軒家東福祉会館

ミニきら In みんなの泉北
感染症対策は完璧です！

活動紹介の展示に、子どもたちから
「あ！知ってる」との声が♪

R2年11月21日（土）

泉尾北老人憩いの家
ボランティアビューロー分室
大正東ブランチ いずみの家

ミニきら In 北恩加島

Ｒ3年1月19日（火）
三軒家東全域

高齢者食事サービス（会食）
アクリル板を買いました♪

お話は出来なくても顔の見える関
係がうれしい◎
＊現在は、配食となっています。

R2年10月10日（土）
ボランティアビューロー分室

いきいき教室

ポスターチラシで地域活動ＰＲ！

ミニきらと同時開催の子ども祭！

地域の魅力がいっぱい

お口についてのお勉強。

地域作成のポスター等を紹介しな
がら、中泉尾地域の活動をPR！

事前申込制で、小学生大勢が参加！
景品の鬼滅の刃グッズが大人気！

「ふれあいまつり」も同時に開催！
老若男女多くの方々が来場◎

ソーシャルディスタンスをとるた
め、今年度は月3回で実施。

R2年11月22日（日）
老人福祉センター

ミニきら In 小林

R2年11月22日（日）
アクティブ中泉尾

高齢者食事サービス（配食）

R2年11月21日（土）
泉尾浜公園

ミニきら In 平尾

みんなで楽しくやっています♡

笑顔がいっぱいです♡

子どもも大人もご来場◎

地域ボランティア等皆さんで準備を
行い、本番も楽しく活動されました。

消毒と手袋着用でお弁当を準備。受
け取った高齢者は笑顔がいっぱい！

小規模でしたが、様々な方に地域
活動を知って頂くきっかけに。

R2年11月28日（土）
小林老人憩の家

ミニきら In 南恩加島

R3年1月12日（火）
小林全域

いきいき教室

R2年11月21日（土）
平尾老人憩の家

ミニきら In つるまち

R2年10月2日（金）
泉尾浜公園集会所

いきいき教室
毎年恒例 を途切れずに！
集まっての干支色紙 作りは中止で
したが、完成品を配布◎

R2年12月21日（月）
平尾全域

高齢者食事サービス（配食）

短時間でも会えて良かった◎

年に１度のマジックショー★

大迫力の写真パネル！

届けてくれるありがたさ◎

いつも会館に来て下さる方の他、小
学生や若年層など幅広い方が来場。

ボランティアによる手品！3密を防
ぎながら楽しいひと時。

大正一の景観地域である鶴町地域
の魅力を伝えました！

令和2年9月より、月3回高齢者食
事の配食サービスを実施。

R2年11月28日（土）
南恩加島老人憩の家

R2年12月18日（金）
南恩加島老人憩の家

R2年11月28日（土）
鶴町第2老人憩の家

R2年9月5日（土）
鶴町全域

