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福祉・介護・

子育て・ボランティアを

応援します    

南恩加島社会福祉協議会では、年間の活動を通じて地域
の皆さまとかかわり、つながりの輪を広げ、安心・安全な
犯罪のない明るい町づくりを目指しています。

5月には、３回目になる大運動会。
老若男女を問わず、幼児から高齢者まで約４００
人が集い、４ブロックにわかれ、大玉ころがし・玉
入れ・綱引き・アベック競争など多彩なプログラ
ムに、子どもも高齢者も一緒になって時間を忘
れて楽しみました。

8月には、４～６年生５０名参加の校庭キャンプ。青少年指導員の
もと５～６名のグループに分かれ、夕食の買い出し。女性会の方々
の見守るなか、包丁片手に思い思いのカレーづくり。おいしいカ
レーをみんなで頂きました。夜はグラ
ウンドにテントを張り、わいわいとお
しゃべりしながらの一泊。２日目はペッ
トボトルで筏づくり。屋上のプールに浮
かべ、遊び楽しいキャンプ。そして、南
恩加島公園にて恒例の盆踊り大会。吉
田区長さまはじめ、地域の企業の方々と
多くの来賓の皆さまにご参加いただき、
賑わいました。２日目は抽選会もあり、何が当たるかと、わくわくし
ながらの発表待ち！！ 当たった方は大喜びでした。

１2月には、２回目の南恩加島公園一帯でのキャン
ドルナイト。昨年は、地域のみなさんのご協力のもと、
手探りの中での準備。大変だった分感無量でした。
※地域外の皆さまも是非見に来てください。

南恩加島社会福祉協議会の地域活動紹介

大運動会

キャンプ

キャンドルナイト

大正区ふれあい福祉センター全館（小林西１－１４－３）・鴻池運輸駐車場

模擬店、舞台発表、体験コーナーなど、楽しい内容が盛りだくさん！！

 日 時 

 場 所 

 内 容 

大正区社会福祉協議会

わたしたち、福祉施設メンバーとボランティアが協力して
このイベントをもりあげてます。ご来場をお待ちしています。
障がいのある方への理解を深め、誰もが元気で安心して暮らせる
まちづくりをめざして、福祉施設やボランティアが協力して開催します。

今年も

「スタンプラリー」

をやります！

平 成
２9年１１月25日（土） 10：00～14:00（開場９:４５）雨天決行

※会場には駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。
　この事業は、赤い羽根共同募金の配分金により実施します。

大正区社会福祉協議会

きらめきパーティ2017
　～つながる大正　わたしたちは、ここにいる～ 先着４００名様に

  粗品進呈！！

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

平成29年12月9日（土）17：30点灯です。
また、小学校第２運動場の芝生での子どもたちとの交流。各世代間交流での活動の輪が拡がっています。

布団丸洗い乾燥サービス

申込期間 平成２9年１0月17日（火）～１１月4日（土）

実 施 日 平成２９年１２月11日（月）～１２月２8日（木）

●対　象

（通常料金　布団　２，３５０円　毛布　１，０００円）

☆一人につき計３枚まで

※介護保険非該当の方は利用できません。

※生活支援ができる家族等と同居している方は利用できません。

●利 用 料 布団（掛・敷） １枚 １，０００円
毛　布 １枚 ４００円
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清潔なお布団は心地よい眠りのもとです。お布団の衛生
管理が困難な方で次の方を対象に「布団丸洗い乾燥
サービス」を実施します。

①介護保険要介護状態区分が要介護（１～５）または要支援（１・２）で65歳以上の
一人暮らしの方または高齢者のみの世帯

②身体障がい者手帳（１・２級）、精神障がい者保健福祉手帳（１・２級）、療育手帳（重度）
のいずれかをお持ちの方

申込書を記入し、持参または郵送で大正区社会福祉協議会へ提出して下さい。（郵送の場合は、介
護保険証または障がい者手帳のコピーを添付。ケアマネジャー等が申込書を提出される場合は、コ
ピー添付は不要です。）申込書は、介護保険の事業所等にお渡ししています。ケアマネジャーや各
地域見守り推進員にご相談ください。

①お預かりした布団は当日にお返ししますが、その間も布団が必要な方には、別途レンタル布団が
あります（有料）。掛・敷布団・毛布のセット一式で500円。掛・敷布団・毛布のみの１枚でも500円が必
要となります。②本事業の対象者確認のため、職員がご自宅に訪問する場合があります。③本事業
で知り得た個人情報は、本事業の範囲でのみ利用します。

布団のみ３枚は除く。
現在使用している物に限る

大正区内にお住まいで、寝具類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



お問い合わせ 大正区地域包括支援センター ☎ 06-6555-0693

家族介護支援事業H29年度

福祉用具の専門家から、福祉用具の使い方
を学び、体験してみませんか？
終了後、マロンカフェ（認知症カフェ）との
交流会も予定しています。

日　時　11月28日（火） 13：00～14：30
場　所　南恩加島老人憩の家（南恩加島２－７－１７）
内　容　福祉用具体験会    1３：00～　
　　　　マロンカフェ    14：00～　
対　象　小林・平尾・南恩加島・鶴町にお住まいの方
定　員　３０名程度　
参加費　無料（カフェに参加される方は５０円）

見て、触って、体験しよう～福祉用具の正しい使い方について～

無料出張健康相談会

日頃、気になっていることを、お気軽にご相談ください。
どなたでも無料で参加できますので、奮ってご参加ください。

日　時 12月6日（水）１４：００～15：30（受付終了15：00）
場　所　 鶴町第２福祉会館（鶴町３－２－１６）
内　容 歯科医師によるミニ講演会  １４：00～ 
 個別相談会 　　　　　　  １４：20～ 
 医師・歯科医師による相談・保健師による相談、
 高齢者の総合相談を受け付けております。

参加費 無料・申込み不要

大正区に暮らす高齢者が、地域で生きがいを持ちながら元
気で暮らすために、生活支援コーディネーターが、高齢者の
生活支援ニーズや不足しているサービスなどを調査・把握
し、生活支援サービスや介護予防を担う社会福祉法人、ＮＰ
Ｏ、ボランティアなどと連携しながら、多様な主体による生
活支援サービスの提供体制の構築に取り組んでいきます。

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

●お抹茶サロン
今年の２月に、当センターで開催された「喫茶ボランティア養成講
座」を受講された有志が、お抹茶とお茶菓子を振る舞う喫茶サロ
ン「お抹茶サロン」を立ち上げました。５月に当センターでオープ
ンして以来、毎回５０名を超えるお客様にお越し頂きました。５月
は菜の花、７月は朝顔、９月は栗と、折々の季節を感じさせる茶菓
子も好評を頂いております。1１月開催の「きらめきパーティー」で
も出店いたしますので、ぜひ足をお運びください。

●歌体操教室
毎月第一木曜日に、当センターで
「歌体操健康教室」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。講師は、歌体操
ハートフルＦｏ！で、老人福祉センター
などで精力的に活動されています。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♪

●災害ボランティアセンター
災害ボランティアセンターは災害時における被災者、被災地支援を
目的に、ボランティアの活動を迅速かつ効果的に行うために設置さ
れます。１１月５日（日）に、大正会館にて、区役所とともに災害ボラン
ティアセンターの立ち上げ訓練を行います。それに向けて、区社協内
で事前研修を実施し、大正区の被害想定や現状を確認し、その後の
グループワークで地域の強
みや弱みなどについて確認し
ました。今後の予定として、災
害ボランティア養成講座を開
催し、広く区民の皆さまにも災
害ボランティアとしてお力添
え頂ければと考えております。

お問い合わせ

今年の３月に、ボランティア・市民活動センターを開設しました。
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。

大正区ボランティア・市民活動センター
☎06-6555-7575 （担当：会田）

地域包括ケアにおける
生活支援体制整備事業
生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を配置します！

開催日時 毎月第三火曜日 １４:００～１５:３０

 11月21日（火） 12月19日（火）
 1月16日（火） 2月20日（火） 3月20日（火）

場　　所 ふれあい福祉センター2階
 （小林西１－１４－３）

対　　象 認知症の方、その家族の方、
 地域の方で認知症について
 理解を深めたい方

参 加 費 ５０円

ご 案 内

物忘れや介護の相談、楽しいイベントなども行っています。
おいしいコーヒーを飲みながら、楽しくお喋りしませんか？

マロンカフェ （認知症カフェ）

大正区地域包括支援センター



　「地域における要援護者見守りネットワーク強化事業」

※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 

自立相談支援窓口「インコス大正」ご相談ください！

お問い合わせお問い合わせ

自立相談支援窓口「インコス大正」
☎ 06-4394-9925

見守り相談室からのお知らせ
 

 

お問い合わせお問い合わせ 大正区見守り相談室 ☎06-6555-5762

警 察

利用
できる方

サービス
利用料

この広報紙は赤い羽根共同募金配分金で作成しています。

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。

日々の生活の中で不安や困りごとをお聞かせくださ
い。たとえば、「就職したいが仕事が見つからない」「す
ぐに仕事を始めるのが不安」「家計のやりくりがうまく
いかず、生活費が足りない」「家に引きこもっている家
族がいる」などの相談をお聞きし、あなたに合った支援
内容を一緒に考え、専門機関・団体と連携して、解決に
向けた支援を行います。

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。

賛助会員にご加入いただきありがとうございました！
平成２９年度も、多くの方が、ご加入・ご継続くださりました。
いただいた会費は地域福祉活動に役立ててまいります。
賛助会費は確定申告をしていただくことで税額控除を
受けていただける場合があります。

～ 広げよう！ 地域福祉の輪 ～

善意銀行にご協力をお願いします
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。

インコス大正
 (大正区役所１階)

大正区千島2－7－95

☆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

大阪市委託事業　生活困窮者自立相談支援事業　大正区社会福祉協議会が運営を受託しています。

   見守り相談室　　 

要援護者名簿の整備

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。

 期 間  期 間 平成２9年１０月１日（日）～１2月31日（日）

皆さまの募金は、大正区の様々な活動等に役立っています。
昨年も、地域の伝統的な夏まつりや敬老会、その他福祉活動の助成金として活用し、
また当社会福祉議会では、毎年行われている「きらめきパーティー」等のイベントや
災害備蓄品の購入等に活用しました。今年の募金も、大正区の活性化のために役立
てていきますので、どうぞ皆さまのご支援を、よろしくお願いします。（一般募金）

「赤い羽根 共同募金」への協力、よろしくお願いします。

相談無料・秘密厳守相談無料・秘密厳守

お困りごとの確認

悩みごと、心配ごとを
お聞かせください。
一緒に課題を確認して
整理します。

一緒にプランの作成 解決に向けての
取り組み

課題を解決するための
プランを一緒に作成
しましょう。
具体的な目標を
一緒に考えます。

関係機関や専門家と
連携し一人ひとりに
合わせた支援を行い
ます。

●同意された場合　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
●返 信 のない方  調査員が訪問する事により同意確認をします
●不同意の場合  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）

対象者の方へ見守り相談室から
同意確認のため「同意書」を
郵送しています。➡➡➡➡➡➡

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。

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　

適切な相談支援事業所等オレンジチーム地域包括支援センター

情報を基に家族や
本人に聞き取りを行う行方不明者を保護し、本人や

家族の同意の上情報提供を行う

適切な支援先へとつなぐ

認知症高齢者等の行方不明に対する
取組みとして警察との連携を強化しています!

生活の困りごと
何でも

ご相談ください



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」―

クリスマス会 １２月２１日(木)
お正月遊び大会 １月１３日(土)
誕生お祝い会      （奇数月に開催）

医師の健康講話、パソコン・手芸講習会、
料理教室、健康体操教室 文化系 ： 詩吟・書道・茶道・俳句・民謡・絵手紙・折り紙・手芸・

 生け花・水彩画・大正琴・写真・英会話・カラオケなど
運動系 ： 卓球・民舞・フォークダンス・フラダンス・歌体操・ヨガ・太極拳・
 社交ダンス・スポーツ吹矢・健康体操・盆踊りなど

くつろぎ憩い語らう
場所としてご活用ください

●高齢者に役立つお話・各種相談や「い
きいき百歳体操」「3時の体操」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
自由に遊んでいただけます。

●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。

生きがいと健康づくり・仲間づくりを応援する

老人福祉センターは、市内に居住す
る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。

※各行事・サークルの詳細はセンターまでお問い合わせください。

◎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）

老人福祉センターの特別行事

高齢者に役立つ講習会高齢者に役立つ講習会

スカットボール大会、輪投げ大会、バンパー
大会、投扇興大会

楽しいゲーム大会楽しいゲーム大会

大正区老人福祉センターをご利用ください！！大正区老人福祉センターをご利用ください！！
〈大正区老人福祉センター案内〉

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３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３水曜日の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。

■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養成講座を
受講していただきます。

■提供会員 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

～ 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

※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。

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」

提供会員
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

※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。

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
休 館 日・・・・月曜・祝日・年末年始
 （12月29日～1月3日）

ふれあい文化祭
センター利用者さんの発表会

１０月２６日(木)・２７日(金)に開催します。

皆さんの日頃の

成果を、ぜひ一度

見に来てください。

元気な自主サークル（３1種）元気な自主サークル（３1種）

※センター行事の詳しい内容を掲載している「大正区老
人福祉センターだより」は、区役所・図書館・コミュニティ
センター(大正会館)・憩の家にも設置していますので、
どうぞご覧ください。

※館内には大正区老人クラブ連合会の事務局もあります。


