
大正区ふれあい福祉センター２階に、大正区ボランティア・市民活動センターを開設しました。
3月11日（土）に、「開設記念セレモニー」を開催し、登録ボランティアグループを始め、
多くの方が参加されました。

大正区ボランティア・市民活動センターを
開設しました！
大正区ボランティア・市民活動センターを
開設しました！

ボランティア・市民活動センターとは
ボランティア・市民活動センターは、区内で活動する
ボランティア・市民活動のお手伝いや、これから活動
を始めたい方たちをサポートしています。ボランティ
ア・市民活動に対するさまざまな相談をお受けして
いますので、気軽におたずねください。

「和太鼓円陣」の勇壮な
太鼓演奏や「民謡八昇
会」の祝い歌で、場内は
盛りあがりました。

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

社会福祉法人 大阪市大正区社会福祉協議会
（大正区ふれあい福祉センター）

〒551-0013  大阪市大正区小林西 1-14-3  　TEL .06-6555-7575    FAX .06-6555-0687　 Mai l .  ta i syo- furea i@cwo2 .ba i .ne . j p
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福祉・介護・

子育て・ボランティアを

応援します    

三軒家西 河上 三軒家西１－７－５ 06-6555-0185

三軒家東 足立 三軒家東２－５－１７ 06-6553-0400

泉尾東 水上 千島２－２－８ ２Ｆ 06-6555-5293

泉尾北 和氣 泉尾２－１３－２０ ２Ｆ 06-6553-9660

中泉尾 國本 泉尾４－１８－５ 06-6553-8660

北恩加島 大北 北村１－１５－１１ ２Ｆ 06-6553-9551

小林 涌田 小林西２－６－７ 06-6554-5884

平尾 松下 平尾２－２3－２ 06-6553-2322

南恩加島 藤田 南恩加島２－７－１７ 06-6555-5378

鶴町 岸本 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。

◎推進員活動の時間が変わりました：月～金（不定休）10時～15時

地域見守り活動を通した
要援護者支援強化事業

地域名 推進員 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

鶴町社会福祉協議会は鶴町地域の年間の活動を通じて、鶴町地域の住民
の皆様と交流して、安心安全な犯罪の無い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。

４月になると観桜会を鶴町第二福祉会
館にて開催いたします。本年度は大正区
役所より吉田区長様はじめ多くの関係の
方々がご来賓としてご参加頂き、会館の
桜を眺めながら盛会に催しました。

７月には神明神社の夏祭りです。神輿と
太鼓神輿の２基で鶴町地域を巡航いた
します。警備の男性３０人程度と小学校
児童３５人ぐらいで、太鼓を児童４人が交
代で叩き、にぎやかに巡航いたします。

１０月は区民まつりです。１８日に千島グ
ラウンドで開催されました。鶴町からは布
団太鼓、子ども布団太鼓２基が参加。鶴
町社協役員のプラカード隊、その後の鶴
町女性会の踊りなど、華やかにパレード
いたしました。

鶴町社会福祉協議会の地域活動紹介

大正区社会福祉協議会
の寄本会長の開会の挨
拶の後、秋田副区長（当
時）から来賓の挨拶を
いただきました。

大阪市ボランティア・市民活動センターの
脇坂副所長による記念講演会「これからの
ボランティア・市民活動」では、参加者の方
が熱心に聴き入っていました。

観桜会

夏祭り

区民まつり

記念講演会

オープニングセレモニー

ボランティア発表会
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　「地域における要援護者見守りネットワーク強化事業」

●介護保険サービスを利用したい ●認知症のことや今後の生活が不安
●離れて暮らす親のことが心配 ●近所に気になるお年寄りがいる　など

　地域包括支援センターでは、高齢者の方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ていますの
で、まずはご相談ください。
　大正区地域包括支援センターでは認知症
カフェ「マロンカフェ」を開催しています。介護
や物忘れについての相談、楽しいイベントな
ども行っています。豆から挽きたてのおいしい
コーヒーを淹れてお待ちしておりますので、
お気軽にお立ち寄りください。

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。

行政が保有する要援護者情報を
基に、地域へ情報提供するための
同意確認書を郵送しています。
回答のない方へは、訪問をさせて
いただきます。

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。

※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 ☎ 06-6555-7575

生活の困りごとや悩みはありませんか？

お問い合わせお問い合わせ

お問い合わせお問い合わせ

お問い合わせお問い合わせ

生活福祉資金の貸付生活福祉資金の
貸付

自立相談支援窓口（インコス大正）　　　☎ 06-4394-9925

生活福祉資金貸付窓口（インコス大正内） ☎ 06-6555-5760

見守り相談室
 

 

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

民生委員・
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インコス大正
 (大正区役所１階)

大正区千島2－7－95
あなたの抱えている生活の不安や困りごとをご相談ください。
スタッフが一緒に考え、解決していくお手伝いをしています。

たとえば・・・
●なかなか仕事が見つからない
●働くことに不安がある
●家賃の支払いや生活のことで
　困っている
　

●家族が引きこもっている
●子どもが不登校で将来が不安
●多額の借金があり対応の仕方が
　わからない　　　　　　　など

自立相談支援窓口と連携し自立に向けたサポートを目的として、
生活福祉資金の貸付事業を行っています。詳しくはご相談ください。

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。

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

開催日時 毎月第三火曜日 １４:００～１５:３０
 7月18日（火） 8月15日（火） 9月19日（火）  
 10月17日（火） 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
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

大正区
地域包括支援センターに
ご相談ください

お問い合わせ 大正区地域包括支援センター ☎ 06-6555-0693

徘徊
発生

家族・介護者等

   見守り相談室 

「道に迷うようになった」「家に帰れない」などの不安の
ある方やご家族の方は、お気軽にご相談ください。

誰か来て

くれんかの
う？

情報提供
を

求めます
！

おかしい
な

帰ってこな
い・・・。

生活の困りごと何でもご相談ください

「同意書」の返信が
ない方への訪問をしています！！

マロンカフェ開催日今後の

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。



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  9：00～17：30 ※一般利用がある場合は21：00まで
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から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～概ね3歳までの
 幼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

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。

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」―

夏まつり　　　　 ７月２７日(木)
敬老お祝い会　　９月２９日(金)
ふれあい文化祭　１０月２６日(木)・２７日(金)
誕生お祝い会      （奇数月に開催）

医師の健康講話、パソコン・スマホ講習会・
料理教室、健康体操教室　など

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「お
医者さんの健康講話」「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高齢者の「居場所＆活動場所」

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ことを目
的として、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
◎利用時間 ： 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

元気な自主サークル（３1種）元気な自主サークル（３1種）

大正区老人福祉センターをご利用ください！！

※館内には大正区老人クラブ連合会の事務局もあります。

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」、「図書室」、「のびのびルーム」
　☆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）

※5/5「子どもの日」は開館、7月21日～8月31日は毎日開館

腕まくり料理教室

夏まつり 健康体操



支　出
総支出金額

収　入
総収入金額

開催地域
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

開催場所
三軒家西福祉会館
三軒家東老人憩の家
泉尾東福祉会館
泉尾北福祉会館
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

開催日
月3回　第2・3・4木曜
月3回　第1・2・3火曜
月4回　毎週火曜
月2回　第2・4土曜（会食）
月2回　第2・3火曜
月2回　第2・4火曜
月2回　第2・4火曜
月3回　第1・2・3火曜
月3回　第2・3・4水曜
月4回　毎週土曜

平成28年度ふれあい型高齢者食事サービス事業実施状況報告ふれあい型 高齢者食事サービス事業

１１，４７７，９６６円 １１，４７７，９６６円

運 営 費 （6.3%）
７２４，１０１円

【実施地域数】　10地域
【利用述べ人数】１7，835人

区補助金 （50.7％）
５，８１５，４１０円

利 用 料 （49.1％）
５，６４０，０００円

地域負担 （0.2％）
２２，５５６円

食材費 （93.7％）
１０，７５３，８６５円

お問い合わせ ☎ 06-6555-7575

【資金収支差額】

支出

収入

【資金収支差額】

支出

収入

3,599,800円 15,461,000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

負担金収入

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

収入合計 

1,044,000円

533,400円

55,789,732円

133,203,387円

1,236,680円

370,000円

26,045,076円

815,971円

109,812円

5,086,766円

224,234,824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

通所介護事業

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

施設設備等支出

その他の活動による支出

支出合計

8,322,527円

50,528,000円

899,800円

4,830,732円

335,575円

17,740,457円

9,698,391円

0円

502,835円

31,713,477円

7,340,443円

159,927円

23,762,184円

19,736,504円

25,530,574円

2,887,378円

16,279,000円

367,200円

20円

220,635,024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

1,500,000円

1,100,000円

55,002,000円

141,069,000円

1,341,000円

21,602,000円

858,000円

110,000円

4,250,000円

15,461,000円

242,293,000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

地域見守り活動を通した要援護者支援強化事業

支出合計

7,120,000円

49,977,000円

1,025,000円

4,500,000円

747,000円

17,675,000円

10,614,000円

100,000円

512,000円

35,338,000円

2,814,000円

21,610,000円

19,560,000円

36,107,000円

2,870,000円

16,263,000円

226,832,000円

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！

みな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 ～

善意銀行にご協力をお願いします

○きらめきパーティー2016実行委員会
○匿名希望　2名

（平成２8年11月１日～平成２9年３月３１日）預託者氏名 敬称略
ご寄付を
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）させていただきます。

平成28年度 決算 平成29年度 予算

大正区社会福祉協議会 役員 （平成28・29年度）平成29年2月1日現在

（会　長）  寄　本　文　信
（副会長）  野　川　清　美
（副会長）  勇　　　照　明
（副会長）  白　山　廣　子

杉　本　芳　一
山　本　正　治
川　上　　　満
安　藤　幸　男
西　風　　　勝
丹　治　直　幸

林　　　武　士
田　中　成　朗
野　村　勝　己
和　田　健　二
佐々木　正　三
上　村　一　夫

谷　田　京　子
稗　田　英　紀
坂　口　勝　治
深　谷　　　巖

【監事】（定数：２名）（順不同・敬称略）
小　林　一　子　 　山　本　文　雄

【名誉会長】（敬称略）
中　道　良　明

【理事】（定数：20名）（順不同・敬称略）

☆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

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28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５，２５９，５１４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
させていただきます。

(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

大正区共同募金へのご協力ありがとうございました。
対象団体

助成
対象事業

締め切り ７月５日(水)

大正区内において福祉活動をされている以下の団体

○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。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右記のとおり行います。

大正区共同募金配分金助成金のお知らせ


