
　　の小林ふれあいグラウンドゴルフ大会では、小学
生と大人が世代を越え、一緒にチームを組みプレーしま
す。

　　は、サマーカーニバル＆盆踊り大会を行いました。
櫓の廻りで楽しく踊り、各団体による屋台も大繁盛で
す。最終日には、最大のイベント150発の打ち上げ花火
で、おおいに盛り上がります。

　　の敬老の日では、70歳以上の参加者・金婚者のお
祝い式典をおこない、２部のアトラクションでは、歌謡
ショーやゲームなどで楽しい時間を過ごしています。

また、子育てサークル小林では、毎月第１水曜日の10時
～12時開催で、子どもたちの笑顔と成長に会える和気
あいあいのサークルです。

ふれあい喫茶は、毎月第２土曜日に行いトーストはもち
ろんサンドウィッチは大人気です。

食事サービス事業は、月２回楽しい会話をしながら食事
をいただき、見守り支援の役目も担っています。

小林地域社会福祉協議会では、いろいろな活動を通し世代間交流を大切に、
つながりのあるまちづくりをめざしています。

小林地域社会福祉協議会の地域活動紹介

６月

８月

９月

子育てサークル

ふれあい喫茶

サマーカーニバル＆
盆踊り大会

「同意書」の未回答の方に
訪問をしています !!

「地域における要援護者見守りネットワーク強化事業」

お問い合わせ 大正区見守り相談室☎06-6555-5762

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。

●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

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。

「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。
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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

地域見守り体制づくり推進事業

◎推進員活動の時間が変わりました：月～金（不定休）10時～ 15時

「見守り推進員」は、上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 河上 三軒家西福祉会館 三軒家西 1-7-5 06-6555-0185
三軒家東 足立 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 06-6555-5293
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 06-6553-8660
北恩加島 大北 北恩加島老人憩の家 北村 1-15-11　2F 06-6553-9551
小林 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 2-23-2 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

見守り訪問見守り訪問

地域の見守り推進員

①未回答者
②支援につながって
　いない要援護者
③認知症の方

見守り相談室 連　携

大 正 区 社 協 だ よ り

たいしょう
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

http://www.taisho-fureai.or.jp/
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福祉・介護・子育て・ボランティアを応援します    

自 立 相 談
支 援 窓 口インコス大正

生活のお困りごとや悩みはありませんか？
たとえば…
●困っているが、どこに相談したら
　いいかわからない
●収入がなく、生活が不安定
●仕事が見つからない
●家族が家にひきこもっている
●こどもが不登校で心配　　など

平成30年度より、大阪市こどもの貧困対策推進計画が策定され、主な取
り組みの１つとして「こどもサポートネット事業」が進められています。
生活困窮者自立相談支援事業において大正区のこども・子育て世帯の
経済的、またさまざまな課題を抱えた方に対して、これまで以上に区役
所や学校、地域の関係者の方々と連携し支援を行っていきます。

相談無料
秘密厳守

あなたのお困りごとをお聞きして課題を整理し、利用
できる制度はないか？連携できる関係機関はない
か？など、解決に向けて相談員が一緒に考えます。
ご家族や知り合いの方からのご相談もお聞きしてい
ます。まず、ご相談ください。

自立相談支援窓口（インコス大正）☎06-4394-9925お問い合わせ



いきいき教室から５つの
お・も・て・な・し 

※毎月1回、各地域老人憩の家 等で実施しています。
お問い合わせお問い合わせ ☎06-6555-7575介護予防担当

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。
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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。

運動教室

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。

栄養教室

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。

口腔教室

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。

認知症予防

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。

その他

おもてな
し

　　いっ
ぱいの

いきいき
教室へ

大正区 地域包括支援センター に
　　　ご相談ください
地域包括支援センターは高齢者の方の相談をお受けしています。
地域で安心して生活を続けていくことができるよう、様々な機関と連携し、
支援を行っていきます。介護サービスに関することや、暮らしの中でお困り
のことなど、お気軽にご相談ください。

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 地 域

開 設 時 間

夫婦の純愛と家族の愛情に溢れた12年
間の物語です。認知症の方への理解を深
め、家族の介護について考えていただく
機会として上映会を開催します。

7月27日　金 13：30～（受付13：00～）

定員300名 申し込み不要

と　き

区民ホール（大正区役所４階）ところ

大正区地域包括支援センターお問い合わせ

「八重子のハミング」
家族介護支援事業 映画上映会

入場無料

　自治会長より、空いている集会所を使って、住民が誰でも集える
場を開きたいとの相談があり、北部地域包括支援センターと生活
支援コーディネーターが協力し、
自治会サロンが開かれました。
　当日は百歳体操の紹介とボラン
ティアグループとして立ち上がった
「おやじカフェ」によるコーヒーの提
供を行い参加者がゆっくりと交流
できる場となりました。

北恩加島地域見守り推進員の発案により、昭和45年当時の北恩加島小学
校の映像を見たり、大正区の昔の町並みの写真などを見て、参加者で思い
出を語る会が開かれました。

「生活支援体制整備事業って何？」「身近な地域で、住民主体の集いの場を考えたいなぁ」など、どんなことでも構いませんので、下記までお問合せ下さい。
大正区社会福祉協議会　　　　　　生活支援コーディネーター　☎06-6555-7575連絡先 担　当

泉尾東地域『千島第 2住宅自治会サロン』
4/25（水）13：30～ 15：00　千島第 2住宅集会所

北恩加島地域『大正区の今・昔を語ろう会』
5/1（火）14：00～ 15：00　北恩加島老人憩の家

各地域で実施された新たな集いの場をご紹介します。

ボランティア・市民活動センター
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。

　男性による喫茶ボランティアグループ「おやじカフェ」が
４月にオープンしました。４種類の厳選したコーヒー豆を
ハンドドリップで淹れた本格的なコーヒーを、ぜひご賞味
ください。   （料金 100円・毎月第３土曜日開催予定）

　お抹茶とお茶菓子を振る舞う喫茶サロン「お抹茶サロン」
を開催しております。隔月（奇数月）の第１土曜日に、当セ
ンターで開催しておりますので、ぜひご参加ください。
　　　　　　　　（料金100円・事前申し込みが必要です）

　毎月第１木曜日に、当センターで「歌体操教室」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。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♪

　　　　　毎月第２・４土曜日　14：00 ～ 16：00
　　　　　大正区内在住の将棋に興味のある方、お好きな方
　　　　　（初心者の方・女性・子どもも歓迎）

大正区ボランティア・市民活動センター ☎6555－7575

おやじカフェ

お抹茶サロン

歌体操教室

囲碁・将棋サロン
日　　時
参 加 者

☆サロン運営に協力していただけるボランティア（囲碁・将棋経験者）も
同時に募集しています！

お問い合わせ

男性による喫茶ボランティアグループ「おやじカフェ」が

ハンドドリップで淹れた本格的なコーヒーを、ぜひご賞味
（料金 100円・毎月第３土曜日開催予定）

あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
福祉サービス利用援助や 金銭管理
「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。
※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。

利用できる方 サービス利用料
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 



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」 ―

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。

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

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をご利用ください！！
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、市内に住居する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。

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
60歳以上の方！
（市内在住）

所　在　地

開館時間

○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。

医師の健康講話・料理教室・健康体操教室・
スマホ講習会など
いきいき百歳体操・3時の体操

夏まつり　　　　　7月26日（木）
敬老お祝い会　　　9月27日（木）
ふれあい文化祭　10月25日（木） 26日（金）
クリスマス会　　12月21日（金）
お正月遊び大会　　1月12日（土） 
誕生お祝い会（奇数月に開催）

老人福祉センターの特別行事

高齢者に役立つ講習会＆体操

くつろぎ憩い語らう場所

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

自主サークル活動
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
※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。

〈大正区老人福祉センター案内〉

※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)・
地域の老人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。

ファミリー・サポート・センター大正支部

大正区子ども・子育てプラザ
子育て中の家庭や、地域の子育て活動を支援しています 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。

所　在　地…泉尾3－9－16 　☎ 6554－5377
Ｕ　Ｒ　Ｌ…http://www.osaka-kosodate.net/plaza/taisho/
開設日時…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
休　館　日…月曜日・祝日・年末年始・プラザの定めた日

大正区子ども・子育てプラザは、大阪市在住の０歳～未就学児
親子、小・中学生を対象に自由に遊べる部屋の開放や子育てに
関する講座・イベントを実施しています。
お申し込みお問い合せは火～日曜日午前９時30分～午後５時の
間に来館もしくは電話にてお問い合せください。

　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

●０歳～未就学児と保護者の遊び場

●小・中学生の遊び場

プラザってどんなところ？

7月7日（土）　午前10時～正午
大正区子ども・子育てプラザ　２階　多目的室
子育て中の保護者
子ども服やマタニティウェアの展示、提供を行います。

８月18日（土）　午前10時～正午
大正区子ども・子育てプラザ　中２階　軽運動室
０歳～未就学児

内　容

日　時
場　所
対　象

日　時
場　所
対　象

★七夕の日　お目当ての「服（福）」に出会えますように！
　※詳細はプラザへお問い合わせください。

・ヨーヨーつり・スーパーボールすくい・千本引き・
　うちわ作り・わなげ・
　自由あそびコーナー（さかなつり）（しんぶんあそび）

リサイクル★パーティーイベント❶ プラザdeなつまつりイベント❷
入場無料・申込不要

おみやげもあるよ!

たくさんのご参加

おまちしております。

小・中学生は

７月２１日～８月３１日
は

毎日遊べるよ！

大阪市 ファミリー・サポート・センターって
なに?

ファミリー・サポート・センター大正支部
☎ 6554-5341　※プラザ内開設時間に準ずる

Ｑ．残業で遅くなりそうな
時とか、少し預かって
もらいたいのですが…

Ｑ．塾にも連れて行って
　　もらえるってホント？

Ｑ．用事で１日お願い
したい！

Ａ．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！

Ａ．「子育ての援助を受けたい人」と「子育てを援助
したい人」とをつなぐ事業です。

Ａ．習い事などの送迎も
　　お願いできます！

Ａ．買い物、病院、美容院、
　　リフレッシュなどの時にぜひ！

入場無料・申込不要

リーサポート・センター事業をはじめ、子育て支援

〈プラザ・福祉センターアクセスマップ〉

●
大正泉尾郵便局

永楽橋筋泉
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店
街

大
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通
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★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●

老人福祉センター
●



区社協賛助会員にぜひ、ご入会ください！

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。

～広げよう！地域福祉の輪～

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。

〔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

団体会員　年会費１口　10,000円から
（法人・団体の方が対象になります）

個人会員　年会費１口　1,000円から
（個人の方が対象になります）

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。

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、多くの方々に趣旨に
ご賛同いただき、加入・継続いただ
きました。お納めいただいた会費は
地域福祉活動にお役立て
させていただきました。

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。　

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。

ご寄附ありがとうございました
敬称略
サンアグロ株式会社 非常食　150食分
（株）ベイ・コミュニケーションズ 金30,000円
鈴木合金株式会社 金99,990円

平成29年度 決算 平成30年度 予算
収入
会費収入 1,076,000円
寄附金収入 1,194,323円
経常経費補助金収入 55,748,919円
受託金収入 145,176,336円
事業収入 1,339,190円
負担金収入 370,000円
介護保険事業収入 28,477,260円
受取利息配当金収入 632,045円
その他の収入 197,597円
その他の活動収入 4,000,000円
収入合計 238,211,670円

支出
法人運営事業 6,396,932円
区地域福祉活動支援事業 50,878,811円
助成事業 856,000円
共同募金配分金事業 4,457,319円
地域福祉推進基金事業 526,993円
地域における要援護者の見守り
ネットワーク強化事業

17,675,460円

生活困窮者自立相談支援事業
（インコス大正）

9,776,574円

善意銀行 0円
あんしんさぽーと事業 808,493円
地域包括支援センター事業 34,175,511円
介護予防事業 2,616,271円
通所介護事業 0円
介護予防支援事業 24,941,142円
老人福祉センター事業 19,855,676円
子育て活動支援事業
（子ども・子育てプラザ）

35,903,905円

生活福祉資金貸付事務事業 2,994,953円
地域見守り活動を通した要援護
者支援強化事業

16,266,072円

生活支援体制整備事業 3,493,000円
施設設備等支出 1,557,986円
その他の活動による支出 16円
支出合計 233,181,114円

資金収支差額 5,030,556円

収入
会費収入 1,400,000円
寄附金収入 850,000円
経常経費補助金収入 54,402,000円
受託金収入 150,558,000円
事業収入 1,347,000円
介護保険事業収入 28,839,000円
受取利息配当金収入 814,000円
その他の収入 20,000円
その他の活動収入 4,000,000円
前期末支払資金残高 0円
収入合計 242,230,000円

支出
法人運営事業 6,336,000円
区地域福祉活動支援事業 50,057,000円
助成事業 865,000円
共同募金配分金事業 3,930,000円
地域福祉推進基金事業 747,000円
地域における要援護者の見守り
ネットワーク強化事業

16,477,000円

生活困窮者自立相談支援事業
（インコス大正）

14,324,000円

善意銀行 150,000円
あんしんさぽーと事業 512,000円
地域包括支援センター事業 35,576,000円
介護予防事業 3,070,000円
介護予防支援事業 27,747,000円
老人福祉センター事業 19,730,000円
子育て活動支援事業
（子ども・子育てプラザ）

36,087,000円

生活福祉資金貸付事務事業 2,879,000円
地域見守り体制づくり推進事業 15,443,000円
生活支援体制整備事業 7,200,000円
支出合計 241,130,000円

資金収支差額 1,100,000円

対象団体

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

助成
対象事業

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

●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。

締め切り
７月6日（金）

お問い合わせ　☎  06-6555-7575

大正区共同募金へのご協力
ありがとうございました。

皆さまの善意により寄せられた共同募金は、様 な々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29年10月～平成30年３月にかけて実施された共

同募金活動により、大正区では5,001,847円の募金がありました。ご協力あり
がとうございました。当区社協は、この募金を基に配分金として、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。

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。

大正区共同募金配分金助成金のお知らせ

大正区社会福祉協議会 役員 平成30年6月16日現在

寄 本 文 信
勇　　　照 明
川 上　　　満
谷 田 京 子

比 嘉 宏 行
丹 治 直 幸
林　　　武 士
大 石 幸 男

野 村 勝 己
和 田 健 二
上 村 一 夫
山 下 忠 司

松 村 一 江
稗 田 英 紀
坂 口 勝 治
水 谷 清 晴

会　長　
副会長
副会長
副会長

立　見　紀久男
山 本 文 雄
竹 村 光 明
安 藤 幸 男

理　事　 小 林　一 子
白 山　廣 子

中 道　良 明

監　　事

名誉会長

ふれあい型　高齢者食事サービス事業 ◎平成29年度ふれあい型高齢者食事サービス事業実施状況報告

収　入
総収入金額

10,875,345円

支　出
総支出金額

10,875,345円

【実施地域数】 10地域　【利用延べ人数】 16,820人
利用料（49.2%）
5,348,150円

区補助金（50.4%）
5,487,030円

食材費（91.7%）
9,972,044円

地域負担（0.4%）
40,165円

運営費（8.3%）
903,301円

開催地域 開催場所 開　催　日
三軒家西 三軒家西老人憩の家 月 3回　第 2・3・4木曜
三軒家東 三軒家東老人憩の家 月 3回　第 1・2・3火曜
泉 尾 東 泉尾東福祉会館 月 4回　第 1・2・3・4火曜
泉 尾 北 泉尾北福祉会館 月 2回　第 2・4土曜 (会食 )
中 泉 尾 中泉尾老人憩の家 月 2回　第 2・3火曜
北恩加島 北恩加島老人憩の家 月 2回　第 2・4火曜
小　　林 小林老人憩の家 月 2回　第 2・4火曜
平　　尾 平尾老人憩の家 月 3回　火曜
南恩加島 南恩加島老人憩の家 月 3回　第 2・3・4水曜
鶴　　町 鶴町第 2福祉会館 月 3回　第 1・2・3土曜


