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絵本の読み聞かせを行っているボランティアグループですが、活動
停止中の今できる事をメンバーで話合い、手作りマスクの作成を
思いついたそうです。最終的に1200枚近くのマスクをご寄付頂け、
区内の施設や学校など
マスクが不足している
方々へお渡ししました。

　三軒家西地域では、毎年11月3日の文化の日に三西子ども会と三軒家西
小学校PTAが協力して、親子ハイキングを実施しています。仕事や子育てで
忙しくしているお父さんお母さんたちにほっとしていただくため、気軽に参加
できるようにバーベキューを企画しています。昨年度は、114名で羽曳野市の
石川河川公園に行きました。公園に着くとまず子どもたちとイベントを行い
ます。昨年度は、〇×クイズを行いました。そのあと、バーベキューをして、
みんなで楽しく一日を過ごします。子どもたちは、毎年楽しみにしてくれて
います。保護者の方々も普段できない体験ができ、保護者同士のつながりも
深まっています。

おはなしボランティア
アナンシ様の手作りマスク

ひとり暮らし高齢者等への
配食の実施

～ この時期を乗り越えるために ～

コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、区内で実施している各活動の休止が続いています。
そんな中でも、地域住民の方々のためにできる事を探し、実行に移している方が大勢います。

三軒家西社会福祉協議会の地域活動紹介

ふれあい型食事サービスの休止により閉じこもりがちになっている
高齢者を対象に、配食業者の協力のもと、希望者への昼食弁当の
配食を5月27～28日に各地域で実施しました。
配食に参加した食事サービスボランティアの皆さんからは、「久しぶり
に、利用者の元気な笑顔を間近で見ることができて安否が確認できて
安心した」との声があり、配食を受けた利用者からも、「コロナウイルス
の影響で、なかなか食事サービスに参加することが出来ないが、こう
やって、ボランティアの皆さんに自宅まで足を運んでくれて、顔が見る
ことができてうれしかった」などの声が寄せられていました。
安全性を確保したうえで、１日も早く
食事サービスが再開されることを
願っています。

　このたび、大正区社会福祉協議会役員改選に伴い、大正区社会福祉協議会会長の要職を拝命いたしました。微力
ではございますが、これまでの地域福祉の経験を踏まえまして、大正区社会福祉協議会の円滑な運営と地域福祉の
充実に向けて、その職責を全うするべく努めてまいる所存でございます。どうぞよろしくお願い申しあげます。
　さて、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除され一見、急性期は過ぎて少し落ち着いてきた感があるものの、
まだまだ気を緩めることはできません。ただ、各種活動再開に向けての工夫が少しずつイメージできるようにはなって
おり、大正区社会福祉協議会としても、感染を拡大させないようにするためにも、大阪市が進める「新しい生活様式」
に基づき、再開実施の判断をしていく必要があります。
　いま、人と人が接触する機会を減らすことが求められ、地域の活動、地域の行事、ボランティア活動は、自粛され、
地域の皆さんの力を発揮しにくい状況にあります。このような状況下であっても、住民同士のつながりを継続するため
取り組みを工夫して活動し、つながることをあきらめず感染防止策を講じながら共に支え合って
乗り越えましょう。

社会福祉法人　　　　　　　
大阪市大正区社会福祉協議会

会長　川上  満



地域の見守り推進員見守り相談室

❶未回答者
❷回答者の現状確認
❸支援につながって
　いない要援護者
❹認知症の方

①未回答者
②回答者の現状確認
③支援につながって
　いない要援護者
④認知症の方

 

 

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくことを目的に、
地域において、ボランティアなどにより家事などをサポートする生活支援や、
できるだけ要介護状態にならないようにするための介護予防サービスの
提供体制の構築に向けたコーディネート(主に資源開発やネットワーク構築)
を行います。

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。

●ニーズと地域資源の把握・
　ネットワークの構築
●地域資源・サービスの開発
●活動の場の発掘・開発
●サービス実施情報の周知など

「地域における要援護者見守りネットワーク強化事業」

行政が保有する要援護者情報を基に、
地域への情報提供にかかる同意確認を郵送
及び回答のない方へは、訪問を行っています。

地域見守り体制づくり推進事業

◎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

生活支援体制整備事業　生活支援コーディネーターについて
地域の皆様と一緒に取り組んでまいります。
「あったらいいな！」を共に作りましょう。
「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。」
「地域でこんなこと困ってきたな。」
という地域の情報をお聞かせ下さい。

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

いきいき教室　 楽しみながら健やか毎日を♪
住み慣れた街でいつまでも元気に過ごしたい。

そんな思いに寄り添って支援するのが“いきいき教室”です。

※毎月1回、各地域老人憩の家等で実施しています。

1 運 動 教 室 お家でもできる体操で、筋力向上や転倒防止を目指します。

3 栄 養 教 室 毎日の元気の秘訣、食べ物や調理方法のお話。

4 口 腔 教 室 お口の役割やお手入れを学び、食べる楽しさ・喜びを再確認。

2 認知症予防 みんなで朗読やクイズを楽しみ、同時に脳も鍛えられます。

5 そ　の　他 ゲーム・工作・手品・歌体操など、楽しい遊びがたくさん！

大正区見守り相談室　☎ 06-6555-5762お問い合わせ

「同意書」
・未回答の方
・回答をいただいている方の現状確認
見守り推進員と連携をとりながら訪問をしています！！

「同意書」
・未回答の方
・回答をいただいている方の現状確認
見守り推進員と連携をとりながら訪問をしています！！

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

●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　●知的障がい者A　
●精神障がい者１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　●四肢不自由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）

対
象
者

見守り相談室 「見守り推進員」は、左の図のように見守り相談室(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、様々な
福祉課題の早期・発見につとめています。
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。

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
大西
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2-23-2
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
06-6554-5884
06-6553-2322
06-6555-5378
06-6555-6750

地域包括支援センターでは高齢者の様々な相談をお受けしています。介護
保険や福祉サービス、医療や生活に関する事など相談内容に応じた支援を
します。相談は無料ですのでまずはご相談ください。

毎月第3火曜日に認知症カフェ
「マロンカフェ」も開催しています。
物忘れや介護の相談、ミニ講座
などの楽しいイベントも行って
います。詳しくはお問い合わせください。

令和元年度は280件のご相談をいただきました。20代30代
の方々の相談も多く、お仕事を探したいという内容が多く
ありました。就労支援を希望された100名のうち、64名の方
が、就労されました。
「きらめきパーティー」よりフードドライブへもたくさんの
お問い合わせ、ご協力をいただき、62件のご寄付をいただ
いております。ありがとうございました。

自 立 相 談
支 援 窓 口

相談無料
秘密厳守

大正区役所1階　11番窓口
06-4394-9925
9：00～17：30
incosu-taisho@bcc.bai.ne.jp

●どこに相談したらいいかわからない
●仕事が見つからない
●こどもが不登校で引きこもっている　など
相談員が問題の解決にむけて、あなたと一緒に
考えます。まずは、ご相談ください。

場　所
電　話
時　間

メールアドレス

混雑し、お待ちいただくこともございますので、
お電話でご予約いただくか、
また、メールでのお問い合わせもお受けして
います。

報告
生活の困りごとや悩みはありませんか？生活の困りごとや悩みはありませんか？

インコス大正

新型コロナウイルス感染症の



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

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。

※新型コロナウイルス拡大予防のため休止や中止の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。

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

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「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

親子向けイベント
はっぴぃ☆バースデー

ふうせん広場
小・中学生向けイベント
アイロンビーズ工作

スーパードッジボール大会
親子向けイベント
はっぴぃ☆バースデー

ふうせん広場
小・中学生向けイベント
アイロンビーズ工作

スーパードッジボール大会

所 在 地

開設日時

休 館 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
「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

0歳～未就学児親子の利用時間 小・中学生の利用時間

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時半で閉館
月曜日・祝日・年末年始・プラザの定めた日

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！
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まずは
コーディネーターに
ご相談ください。

必ず保護者
の方とお越しください。

子どもだけで遊びに来て
もらえます。

伝統的な
特別行事

夏まつり
敬老お祝い会
ふれあい文化祭
誕生お祝い会

夏まつり
敬老お祝い会
ふれあい文化祭
誕生お祝い会

医師の健康講話
スマホ講習会
料理教室・介護予防体操
脳トレ講習会・手芸講習会

医師の健康講話
スマホ講習会
料理教室・介護予防体操
脳トレ講習会・手芸講習会

いきいき百歳体操
3時の体操
いきいき百歳体操
3時の体操

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・なつメロ・カラオケ  ほか

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
　　　　吹矢・健康体操・盆踊り  ほか

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・なつメロ・カラオケ  ほか

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
　　　　吹矢・健康体操・盆踊り  ほか

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。

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「あそび場」です。

楽しい
ゲーム大会

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

スカットボール大会
輪投げ大会
バンパー大会
投扇興大会高齢者に

役立つ
講習会

高齢者
向きの定期的
な体操

元気な
自主サークル
活動

楽しいイベントも実施しています

火～土曜日　午前9時30分～午後5時
第2日曜日　午前9時30分～正午

火～土曜日　午後1時～午後5時
日曜日　　　午前9時30分～正午
　　　　　　午後1時～午後5時

〈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

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
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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
●

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・ご利用方法が異なります。
詳しくはプラザHPをご覧ください。

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・ご利用方法が異なります。
詳しくはプラザHPをご覧ください。



絵本の読み聞かせを行っているボランティアグループですが、活動
停止中の今できる事をメンバーで話合い、手作りマスクの作成を
思いついたそうです。最終的に1200枚近くのマスクをご寄付頂け、
区内の施設や学校など
マスクが不足している
方々へお渡ししました。

　三軒家西地域では、毎年11月3日の文化の日に三西子ども会と三軒家西
小学校PTAが協力して、親子ハイキングを実施しています。仕事や子育てで
忙しくしているお父さんお母さんたちにほっとしていただくため、気軽に参加
できるようにバーベキューを企画しています。昨年度は、114名で羽曳野市の
石川河川公園に行きました。公園に着くとまず子どもたちとイベントを行い
ます。昨年度は、〇×クイズを行いました。そのあと、バーベキューをして、
みんなで楽しく一日を過ごします。子どもたちは、毎年楽しみにしてくれて
います。保護者の方々も普段できない体験ができ、保護者同士のつながりも
深まっています。

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。令和元年10月～12月にかけて実施された共同
募金活動により、大正区では4,179,675円の募金がありました。ご協力
ありがとうございました。
この募金額の一部を配分金として当区社協が、地域福祉活動団体及びボラン
ティアグループ等への助成金などに活用させてもらいます。

会　長　川　上　　　満
副会長　安　藤　幸　男
副会長　上　村　一　夫
副会長　山　本　文　雄
副会長　谷　田　京　子

理　事　安　井　賢　次
　　　　立　見　紀久男
　　　　竹　村　光　明
　　　　比　嘉　宏　行
　　　　北　村　勝　康

大　石　幸　男
堀　江　陽　三
森　田　幸　積
和　田　健　二
山　下　忠　司

松　村　一　江
稗　田　英　紀
坂　口　勝　治
水　谷　清　晴

監　　事　小　林　一　子
監　　事　白　山　廣　子

名誉会長　中　道　良　明
名誉会長　寄　本　文　信

大正区社会福祉協議会 役員  令和2年7月1日現在

おはなしボランティア
アナンシ様の手作りマスク

大正区共同募金へのご協力
ありがとうございました。
大正区共同募金へのご協力
ありがとうございました。
大正区共同募金配分金助成金のお知らせ

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。

●助成額　1団体あたり3万円を上限とします。
●申込み　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。

対象団体

助成対象
事業

大正区内において福祉活動をされている以下の団体
❶大正区内の地域社会福祉協議会、又はその構成団体。
❷大正区内で活動する　❶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

❶高齢者福祉事業　
❷障がい者(児)福祉事業
❸児童・青少年福祉事業　
❹課題を抱える人を対象とした事業
❺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

お問い合わせ　☎ 06 -6555-7575

7月30日（木）

締め切り

〔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

収入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
助成金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
施設整備等収入
その他の活動収入
収入合計

1,233,100円
673,150円

54,846,064円
152,934,680円
1,727,000円
1,152,667円
28,501,723円
582,780円
1,902,701円
800,000円
3,600,000円
247,953,865円

会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
その他の活動収入
前期末支払資金残高
収入合計

1,400,000円
850,000円

54,717,000円
156,462,000円
1,347,000円
28,839,000円
780,000円
20,000円

8,400,000円
0円

252,815,000円

収入

支出
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
助成事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
地域における要援護者の見守り
ネットワーク強化事業
生活困窮者自立相談支援事業
（インコス大正）
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
介護予防支援事業
老人福祉センター事業
子育て活動支援事業
（子ども・子育てプラザ）
生活福祉資金貸付事務事業
地域見守り活動を通した
要援護者支援強化事業
生活支援体制整備事業
施設設備等支出
その他の活動による支出
支出合計

6,544,943円
50,892,236円
169,230円

5,522,400円
1,096,953円
16,217,963円

14,167,506円

698,727円
34,544,518円
2,691,244円
24,795,700円
19,454,489円
36,378,210円

3,003,398円
10,591,557円

7,036,430円
7,211,050円

16円
241,016,570円

6,937,295円

法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
助成事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
地域における要援護者の見守り
ネットワーク強化事業
生活困窮者自立相談支援事業
（インコス大正）
善意銀行
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
介護予防支援事業
老人福祉センター事業
子育て活動支援事業
（子ども・子育てプラザ）
生活福祉資金貸付事務事業
地域見守り体制づくり推進事業
生活支援体制整備事業
支出合計

6,693,000円
50,198,000円
865,000円
3,734,000円
726,000円

16,346,000円

17,715,000円

150,000円
512,000円

42,000,000円
3,102,000円
27,747,000円
19,944,000円
36,419,000円

2,770,000円
11,156,000円
7,200,000円

247,277,000円

5,538,000円

支出

資金収支差額 資金収支差額

令和元年度  決算 令和2年度  予算令和元年度  決算 令和2年度  予算

敬称略
　（株）ベイ・コミュニケーションズ 金  25,000円
　塩田　祥子 文具セット
　おはなしボランティア　アナンシ 手作りマスク
　りびんぐラボ大正 フェイスシールド  400個

ご寄附ありがとうございました

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。

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。

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

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～

▼法人・団体の方が対象になります

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。 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。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。

団体会員　年会費１口　10,000円から

▼個人の方が対象になります

個人会員　年会費１口　1,000円から

賛助会員にご加入いただきありがとうございました！
令和元年度も、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。


