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地域とともに ̃つながろう東住吉̃

さわやか祭り第4回

東住吉区ボランティア・市民活動センターには、たくさんのボランティアさんが登録
し、日々活動されています。そんなボランティアさんの活動を、もっと多くの人に知っ
てもらいたい ！  また、区社協のことも、もっと皆さんに知ってもらいたい ！  そんな思
いで「第４回さわやか祭り」を開催することになりました。あなたが活動したいと思
うボランティア活動が見つかるかもしれません。お気軽に遊びに来てください♪

とき
平成
29年 午前10時～午後3時 11月5日●日 

入場
無料
申込不要申込不要

ところ 東住吉区在宅サービスセンター「さわやかセンター」
東住吉区田辺2-10-18 （地下鉄谷町線「田辺」駅から南東に徒歩７分）

スタンプラリー実施 スタンプを集めた方には記念品を差しあげます。

先着
100名様

●登録ボランティアによる舞台発表
     ハーモニカ演奏・紙芝居・絵本よみきかせ 等

　

●屋台コーナー  50円〜
　  うどん・フランクフルト・ミルクせんべい・たこせん

　●バザーコーナー

　

●なっぴーと写真を撮ろう！（12：30～13：00予定）

　

※内容は都合により変更になる場合があります。

●縁日コーナー
     スーパーボールすくい・輪投げ
     牛乳パック工作 等

　

ボランティアグループによる
バザー

カメラはご持参ください
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あなたも「認知症サポーター」になりませんか？
　認知症サポーターとは、何か特別なことをする人ではなく、
認知症を正しく理解して、認知症の方やそのご家族を支え、

あたたかく見守る応援者のことです。
認知症について学び、一緒に考えてみませんか？

受講された方には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを差しあげます。

日　時

場　所

対　象 定　員

申込み・お問い合せ先

参加費

東住吉区社会福祉協議会
（さわやかセンター）３階

無料区内在住・在勤の方 各回３０名（先着順）

認知症サポーター養成講座

東住吉区社会福祉協議会（東住吉区キャラバンメイト連絡会事務局）
東住吉区田辺２－１０－１８
☎６６２２－９５８２　ＦＡＸ ６６２２－８９７３
※ＦＡＸでお申込みの場合は、氏名・住所・電話番号・受講希望日をご記入ください。

東住吉区では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを
目指して、認知症について正しく理解し、認知症の方やそのご家族
を応援する認知症サポーターの養成を推進しています。

主催：東住吉区キャラバンメイト連絡会

※時間はいずれも午前１０時～
　１１時30分です。
※単一講座ですので、ご都合の
　良い回にご参加ください。

平成２9年１１月18日（土）
平成30年  ２月１7日（土）

　見守り相談室では行政が保有する要援護者の情報をもとに
要援護者名簿の整備に向けた同意確認をおこなっています。整
備した名簿は区役所が認めた地域団体等へ提供し、日頃の見
守り活動や災害時の支援につなげるために使用されます。
　今年度も対象となる方に同意書を郵送しています。期日まで
に返送がない場合は、調査員が訪問し同意確認を行います。
同意書が届いた方は返信にご協力をお願いします。

東住吉区社会福祉協議会 見守り相談室
☎6622－9060 FAX6622－8973

平　日：午前９時～午後７時
土曜日：午前９時～午後５時３０分

お問い合わせ 開設時間

見守り相談室からのお知らせ
地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

東住吉区
マスコットキャラクター
「なっぴー」とんずみサポート

東住吉区にお住まいの方で

 ●高齢者 ●障がいのある方
 ●産前・産後・子育て中の方
 ●ケガや病気で援助の必要な方

高校生以上であれば
どなたでも登録可能です

●庭の草むしり ●荷物の整理
●外出の付き添い ●話し相手 
●衣替え  ●手紙の代筆
●窓ふきなど、介護保険では
　できない場所の掃除 ※ただし、公的な制度・サービスの

　利用が優先となります。

「地域における身近な相談窓口」と
して、日常生活における“困りごと”
の相談をお伺いし、介護保険等の
福祉サービスや、各専門機関への
橋渡しをおこなっています。お気軽
にご相談下さい。

地域相談窓口とは

募
集
中

依頼会員
（ご利用いただける方）

協力会員
（手助けしてくださる方）

30分＝300円で
つながる

住民同士の助け合い

各地域相談窓口（地域福祉サポーター）一覧
会　 館

育和社会福祉会館
杭全2-11-14
桑津会館
桑津5-14-21
北田辺会館
北田辺1-8-4
今川地域振興センター
西今川3-6-7
田辺会館
田辺6-1-27
南田辺会館
南田辺1-10-32
東田辺会館
駒川4-10-5
南百済会館
針中野4-12-39
湯里社会福祉会館
湯里5-7-3
鷹合西会館
鷹合3-2-20
矢田北会館
照ケ丘矢田1-13-16
住道矢田福祉会館
住道矢田9-1-5
矢田中ひまわり会館
矢田3-8-7
南部文化コミュニティセンター
公園南矢田3-18-8
さわやかセンター
田辺2-10-18

地 域

育 和

桑 津

北 田 辺

今 川

田 辺

南 田 辺

東 田 辺

南 百 済

湯 里

鷹 合

矢 田 北

矢 田 東

矢 田 中

矢 田 西

サポート
センター

☎6713-2878
090-5068-4552
☎6713-2871
090-5068-4430
☎6714-9980
090-5068-4522
☎6703-0098
090-5068-4414
☎6622-7171
090-5068-4496
☎6623-6050
090-5068-4361
☎6608-7621
090-5068-4364
☎6707-2117
090-5068-4385
☎6702-8349
090-5068-4428
☎6697-3825
090-5068-4426
☎6797-6966
090-5068-4261
☎6797-1131
090-5068-4265
☎6695-2880
090-5068-4536
☎6608-0038
090-5068-4571
☎6622-6611
090-5068-4269

サポーター名

うえさか

いかたに

しば

やぶもと

おばた

わだ

まつした

おおひがし

ふじ

ふくい

いとう

あおの

さとう

さかぐち

こいで・よしだ

※地域相談窓口では、とんずみサポートだけでなく、さまざまな相談事をお受けします。

勤務時間（月～金）

9：30～12：30

10：00～12：00
13：00～14：00
10：00～12：00
13：00～14：00

9：30～12：30

10：00～12：00
13：00～14：00
10：00～12：00
13：00～14：00

9：30～12：30

10：00～13：00

9：30～12：30

9：30～12：30

9：00～12：00

10：00～13：00

10：00～12：00
13：00～14：00
10：00～12：00
13：00～14：00

会館電話番号
サポーター携帯

すごく助かってます。退院後、入院前の状態だ
と生活しにくかったけど、使いやすい位置に物
を移動したり、住みやすい環境に整える手伝
いをしてもらって生活もしやすくなってます。

S字フックを活用したり、１００円均一のカゴを
使ってアレンジして、荷物の整理整頓が得意
なので、自分の趣味、特技を活かして喜んでも
らえてうれしいです。楽しく活動しています。

◎神崎さん ◎辻岡さん

同意書の返信に
ご協力ください

こちらの封筒で

お送りしています

今話題の「お片付け講座」を12月12日（火）午前中に早川福祉会館で開催します。  詳細はお問い合わせください。　☎6622－6611

30分300円 (　　　　 )基本料金/協力会員
1人あたり

30分以降10分毎に100円追加
※活動はチケット制です。 
※チケットは事前の購入をお願いしています。

お問い合わせ

  利用者の声  

利 用 料 金

サポートセンター
(東住吉区社会福祉協議会 内)

依頼会員協力会員
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　東住吉区では、各地域（小学校区・区内14か所）ごとに、
その地域の特色あふれる活動をされており、その活動（場）
は参加される方々と地域や専門機関をつなぐ重要な役割を
果たしています。
　ここで紹介した以外にも、世代間交流や防災訓練など、地
域活動の取り組みは多岐にわたります。
　今回は｢居場所･交流の場」を中心にご紹介します。
　まずは気になるところから参加してみませんか？

地域の

居場所･交流の場
一覧表

名称 内容 日時 実施場所（住所）

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第2木曜　13：30～15：30

なにわ元気塾
（わくわくタイム）

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第4金曜　13：30～14：30

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第2.4金曜　13：00～15:00

なにわ元気塾
（サロンはなみずき）

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第4木曜　14：00～15：00

桑津会館
（桑津5-14-21）

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第2.4土曜　13：30～15：30

なにわ元気塾 （さくら会） 閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第2金曜　13：30～14：30

友愛センター北田辺
（北田辺6-11-4）

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 毎週月曜・水曜・金曜 10：00～15:00

なにわ元気塾（太陽の会） 閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第1金曜　　13：30～14：30

今川チャレンジ会 高齢者のいきがい 絵画 等 第1.3火曜　13：00～15:00

今川いきいきの会 高齢者のいきがい 手作り工作、ゲーム 等 第3金曜　　13：30～15：00

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1水曜　13：00～15:00

いきいき田辺 歌・手品・折り紙 第1月曜　13：30～15:00
第3金曜　13：30～15:00

なにわ元気塾（なごみ会） 閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第3水曜　13：30～14：30

田辺会館
(田辺6-1-27)

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第4金曜　13：30～15：30

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1水曜　13：30～15：30

なにわ元気塾
（いきいき 南百済の会）

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う

第2水曜　14:00～15：00

南百済会館
(針中野4-12-39)

ふれあい喫茶 概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第4火曜　14:00～15：30

なにわ元気塾（サロンこころ） 閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第1水曜　13：30～14：30

湯里社会福祉会館
(湯里5-7-3)

ふれあい喫茶 概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第4水曜　13:00～15:00

虹の会 体操・勉強・手作業 第1火曜　13:00～15:00

なにわ元気塾 （小鳩会）
閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第3火曜　14：00～15：00

鷹合西会館
(鷹合3-2-20)

ふれあい喫茶 概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1.3火曜　13:00～15:00

第2月曜 14:00～15：00 （健康体操等）

第3月曜 14:00～15：00 （なにわ元気塾）

第4月曜 14:00～15：00 （健康づくり等）

元気クラブ 閉じこもり防止・ 介護予防

今川地域振興センター 
（西今川3-6-7）

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第2火曜　13：30～15：30 東田辺小学校ＰＴＡ会議室

（東田辺2-14-6）

なにわ元気塾（わかばの会） 第1木曜　13：30～14：30 東田辺会館（駒川4-10-5）

矢田北会館
(照ケ丘矢田1-13-16)

育和社会福祉会館
（杭全2-11-14）

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

65歳以上が対象

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行うなにわ元気塾（いきいき会）

南田辺会館
(南田辺1-10-32)

第3金曜　13：30～14：30

地図
番号 備考

⑫

⑪

⑩

⑨

⑧
⑦

⑥

⑤

④

③

②

①

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1.3土曜　14:00～16:00

矢田東やすらぎセンター
（住道矢田2-16-3）

なにわ元気塾
（福祉の駅ほおづき）

閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第4火曜　11:00～12：00

おしゃべりサロン
（福祉の駅おひさま） 自由に談笑する場 毎週火曜　10：30～13：00

住道矢田福祉会館
（住道矢田9-1-5）

65歳以上が対象

お弁当持参可

65歳以上が対象
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大和川東公園

桑津北公園

北田辺
小学校

北田辺会館 桑津小学校

松虫通

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○

文○文○

文○

文○
文○

文○

文○

文○

育和小学校

今川小学校

白鷺中学校

今川地域
振興センター

田辺小学校

東住吉消防署

南田辺小学校

東田辺小学校

ヤンマーフィールド長居
（長居第２陸上競技場）

ヤンマースタジアム長居
（長居陸上競技場）

キンチョウスタジアム
（長居球技場） 南百済小学校

南百済会館

湯里
小学校

鷹合小学校

矢田北小学校

サンヴェリエ
針中野集会所

矢田西
小学校

矢田東小学校

東住吉支援学校

やたなか
小中一貫校

桑津

北田辺

田辺

南田辺

湯里

南百済

育和

東田辺

今川

矢田西

矢田中 矢田北 矢田東

鷹合

東住吉
スポーツセンター

矢田中学校

〒

今川福祉会館

中部環境
事業センター

鷹合会館

地域の

居場所･交流の場
MAP

(照ケ丘矢田1-13-16)
矢田北会館 12

(鷹合3-2-20)
鷹合西会館11

(湯里5-7-3)
湯里社会福祉会館 10

(針中野4-12-39)
南百済会館 ❾

（駒川4-10-5）
東田辺会館 ❽

（東田辺2-14-6）
東田辺小学校ＰＴＡ会議室❼

(南田辺1-10-32)
南田辺会館❻

(田辺6-1-27)
田辺会館❺ （西今川3-6-7）

今川地域振興センター ❹

（北田辺6-11-4）
友愛センター北田辺❸

（桑津5-14-21）
桑津会館❷

（杭全2-11-14）
育和社会福祉会館❶

（住道矢田2-16-3）
矢田東やすらぎセンター 13

（湯里1-1-30）
ハリーコートビル26

（鷹合3-1-33）
ゆめ長居公園25

（湯里2-12-26）
介護老人保健施設ヴァンサンク 23

（山坂1-4-3）
北田辺文化会館22

（中野2-5-11）
グループホームなでしこの家 21

（駒川３－２８－４）
リフレッシュクラブ 27

地域の茶の間
（東田辺3-5-1）
地域の茶の間地域の茶の間20

（駒川4-9-15）
駒川商店街コマステーション19

（公園南矢田4-10-6）
在宅介護ステーションせいりょう18

（田辺2-10-18）
さわやかセンター
東住吉区社会福祉協議会

17

（東田辺２-１１-２８）
老人福祉センター28

（公園南矢田3-18-8）
南部文化コミュニティセンター16

（矢田3-8-7）
矢田中ひまわり会館15

（住道矢田9-1-5）
住道矢田福祉会館 14

(矢田7-6-10)
特別養護老人ホームゆめあまみ 24
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名称 内容 日時 実施場所（住所）

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1水曜・第3日曜　13:00～15:00

なにわ元気塾 （コスモスの会） 閉じ込もり防止、介護予防のために
体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第2木曜　13：30～14：30

ふれあい喫茶
概ね１００～１５０円で楽しめる交流を
目的とした喫茶の場 第1日曜　9：30～11:00 南部文化コミュニティセンター

（公園南矢田3-18-8）
なにわ元気塾 （にこにこ教室） 閉じ込もり防止、介護予防のために

体操や音楽鑑賞、工作などを行う 第4水曜　13：30～14：30

矢田中ひまわり会館 （矢田3-8-7）

65歳以上が対象

65歳以上が対象

ご家族を介護されている方
関心のある方が集う場 第１木曜日 13:00～14：30

ご家族を介護されている男性
関心のある方が集う場 第３木曜日 13：30～15：00

東住吉区社会福祉協議会
（田辺2-10-18）

認知症の方やその家族、地域の方など
誰もが参加できる交流の場

第４土曜日 11：30～12：30
（食事される方は ～13：00）

在宅介護ステーションせいりょう
（公園南矢田4-10-6）

気軽に立ち寄れる交流の場 毎月第2・4月曜日 10:00～15:00 駒川商店街コマステーション
（駒川4-9-15）

認知症の学習、家族の方の悩み相談、
交流を行う 第４木曜日 13:30～14：30 東田辺小学校ＰＴＡ会議室

（東田辺2-14-6）

誰でも参加できるみんなの茶の間 毎週月曜日 11:00～15:00 東田辺3-5-1

認知症の方やその家族、地域の方など
誰もが参加できる交流の場
地域の方が誰でも気軽に参加して
みんなで作る居場所

第４日曜日 13:30～15:00
グループホームなでしこの家

（中野2-5-11）

第３木曜日 13:30～15:00 北田辺文化会館
（区山坂1-4-3）

第３木曜日 13:30～15:30 介護老人保健施設ヴァンサンク
（湯里2-12-26）

三か月に一回 14:00～15:30 特別養護老人ホームゆめあまみ
(矢田7-6-10)

三か月に一回 14:00～15:30 デイサービスゆめ長居公園
（鷹合3-1-33）

三か月に一回 14:00～15:30

認知症の方やその家族、地域の方など
誰もが参加できる交流の場

東住吉区
さわやか介護者のつどい

さわやか男性介護者の集い

家族介護支援教室

ふくしの駅 ほっこりカフェ

だいじょうぶネット

地域の茶の間

にじいろカフェ

「つながり」

ヴァンサンクカフェ・ふれあい

ゆめカフェすまいる ゆめあまみ

ゆめカフェすまいる 長居公園

ゆめカフェすまいる なかの

なかののつどい

第２

第４

月500円＋予備費
上下期各100円

月1,000円

会　費

第２・3火

カラオケＡ

華道　Ｂ

民　謡

第1・3水

13:00～15:00

オーブンホビークラフト

10:00～12:00
13:30～16:00第２火曜

カラオケＢ

カラオケＣ

10:00～12:00 1回500円

第２水曜

華道　Ａ

月一 回
第１火曜

10:00～12:00

第２・3金
第3月曜

13:30～15:30

第３水曜

第３木曜
10:00～12:00

13:00～15:00

第２木曜

太極拳
大正琴①
大正琴②
ハイキング

ハーモニカＢ
フラダンス

10:00～12:00

第３金曜 13:30～15:30 月800円＋教材

第４木・金

第2木・4水

第３金曜

第４木曜
10:00～12:00 月500円

10:00～11:30
10:00～12:00
10:00～12:00

活動日 時間帯 会　費
上・下期各4,800円第2・4土

同好会名同好会名 活動日 時間帯

第１・4火
第2・4月

英会話

FunＣlub

囲　碁 一括1,000円（年額）

書道③

カラオケＤ

コーラス

詩吟①

詩吟②

手　芸

将　棋

詩　舞

書道①

書道②

上・下期各3,000円

月500円
月1,000円

1回500円

10:00～12:00
10:00～12:00

年200円

月300円
10:00～12:00
10:00～12:00

10:00～11:30

月500円
無　料
月８00円

10:00～12:00

第1・3土 年500円

第1・3土ヨ　ガ

13:00～16:00

第2・4木 10:00～11:30

第１・３土 10:15～12:00 一回1,000円

第４火曜 13:30～15:00 月６00円

民踊② 第１水曜

13:00～15:00金曜

月500円＋教材

ハーモニカＡ
第２月曜

第１木曜

第２木曜

謡曲①
謡曲②

月2,000円

俳　句 13:30～15:30 上・下期各3,000円

第１金曜

10:00～12:00 民踊①

月500円
花代1,000円～

※利用には登録が必要です。初めて利用さ
れる際に、健康保険証や運転免許証など
住所と生年月日を確認できるものをお持
ちいただければ、利用証を発行します。

※同好会への入会は、会によって定員や条件
が異なっており、新規募集していないとこ
ろもあります。

※お住まいの地域でご参加ください。

　「東住吉区老人福祉センター」では、市内に居住の６０歳以上の方に健康で楽しい生活を
していただくため、健康の増進、教養の向上、レクリエーションなどの事業を行っています。
また、たくさんの同好会が活動しています。興味のあるものに参加してみませんか？

大阪市立 東住吉区老人福祉センター
東住吉区東田辺２－１１－２８
☎6699-3000 FAX6697-6686

東住吉区社会福祉協議会（さわやかセンター）☎6622-6611お問い合わせ

まずは下記へお問合せください。

備考地図
番号

会費 月200円 × 10回

参加費100円

無料（要事前申込）

なし (各自持参)

なし (各自持参)

実費負担 300円 5週目は休み

実費負担 150円

実費負担 100円～150円

実費負担150～200円

実費負担100円
開催日はお問い合わせください
実費負担200円
開催日はお問い合わせください
実費負担100円
開催日はお問い合わせくださいハリーコートビル

（湯里1-1-30）
第４月曜日　13：30～15：00 無料

⑰

⑱
⑲
⑦
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕
㉖

⑮

⑯

㉖
うたごえクラブ リフレッシュクラブ

（駒川３－２８－４）第３水曜日　14：00～16：00 参加費３００円㉗

矢
田
中

矢
田
西

区
内
全
域

東住吉区 老人福祉センターのご紹介

大人気の健康体操や懐かしの歌を大合唱
誰もが参加できる交流の場

お問い合わせ 地図番号㉘
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　ボランティア・市民活動センターでは毎月第２土曜日に地域のボ
ランティアさんによるミニイベントを開催しています。月替わりで
様々なボランティアさんによる企画を準備しています。お子さまも
来ていただき、幅広い世代の方々に楽し
んでいただけるイベントになっています。
　参加費は無料で、申込み不要なので誰
でも気軽にお越しいただけます。地域に
根差したイベントを目指していますので、
お時間があればぜひお立ち寄りください！

１０月１５日（日）に区民フェスティバ
ルが開催されます！区社協のブースで
はうちわを作ることができます！
ボランティア・市民活動センターのブー
スでは牛乳パックでかえる跳びを作り
ます！みなさまぜひお越しください！

☎ ６６２８－２０２０　ＦＡＸ ６６２２－８９７３お問い合わせ

場所場所 さわやかセンター３階 会議室にて

 今年の５月から始まったバザー委員会に
て、さわやかまつりでボランティアグルー
プがバザーを出店することになりました。
みなさまぜひお越しください！
　そして、バザー出店のお手伝いをして
いただけるボランティアさんを募集して
います！主に店番をお手伝いしていただき
ます。ボランティアをしてくださる方はご
連絡ください！お待ちしております！

さわやか祭り 午前10時～午後3時 11月5日●日 

バザー&
ボランティア募集のお知らせ

ご協力

お願いい
たします

さわやかサタデー

今後の
予定 12月  9日(土)

全日１４：００～１５：００

11月11日(土) 町の電気屋さんのお話

ハンドベルの演奏

東住吉

区民フェスティバル
開催の

お知ら
せ

開催の

お知ら
せ

10月15日(日) 日時 長居公園自由広場 場所  場所 

平成３０年１月２０日(土)
１０:００～１２：００（受付は9:30～）
さわやかセンター
関心のある方どなたでも (定員２０人 一時保育 ６人)

日 時

場 所

対 象対 象

里親講座
東住吉区社会福祉協議会　☎６６２２－6611

 地域で支えあおう 

明日の社会を創る子ども達のために

申込先

東住吉区役所 3階 32番窓口
東住吉区田辺1－13－4  ☎6621-3011
月曜日～金曜日（9：00～17：30）

開設場所

開設時間開設時間

※この事業は大阪市東住吉区
　社会福祉協議会が受託して
　実施しています。

いろいろな理由で、生活の中で困難や問題を感じたらまずご相談ください。
相談支援員が問題の解決にむけて、あなたと一緒に考え、サポートします。

たとえばこんな困
りごと、

不安はありません
か？

大阪市生活困窮者自立相談支援事業東住吉区

くらしサポート

●コミュニケーションが
　苦手だけど
　何とか相談したい…

●子どもがひきこもりで
　はたらいていない…
●はたらきたいけれど
　自信がない…
●職業訓練に興味がある

●収入が少なくて
　家賃が払えない…
●借金があるけど、誰に
　どう相談したらいいか
　わからない

くらしサポートにご相談。

相談内容の秘密は守ります

支援員が一緒に
プランを考えます。

いろいろな制度・機関の
利用を考えたりします。

プランを実行して解決の
おてつだいをします。

関係機関と連携 !

まずは、くらしサポートにご相談ください。

無料無料

ふとん丸洗いサービス

■申込期間 平成２9年１１月７日（火）～１１月１７日（金）

実 施 日 平成２９年１２月４日（月）～１２月２２日（金）

●対　　象 ひとり暮らしの障がい者、または障がい者のみの世帯で、
寝具の衛生管理が困難な「心身に障がいのある方」で、
障害者手帳（１・２級）療育手帳(Ａ)をお持ちの方

●利用枚数 ふとん と 毛布 あわせて３枚まで　
※但し、ふとん３枚はできません。
※日常ご本人が使用されている寝具に限ります。
※ふとん乾燥のみのサービスは、実施いたしません。

●利 用 料 ふとん １枚 １，０００円(税別)
毛　布 １枚 ４００円(税別)
レンタルふとん 1枚 ２００円(税別)

●申込締切 平成29年11月17日（金）
※期日を過ぎてからの申込みは、受付けませんのでご注意ください。

●申し込み

問合わせ先 東住吉区社会福祉協議会（さわやかセンター）
東住吉区田辺２-10-18

☎ 6622-9582　 FAX 6622-8973

東住吉区内に在住されている、ひとり暮らしの障がい者、また
は障がい者のみの世帯で、寝具の衛生管理が困難な「心身
に障がいのある方」で障害者手帳（１・２級）等をお持ちの方
を対象に、ふとんの丸洗いサービスを実施します。

申込書に必要事項を記入し障がい者手帳(または療育手帳)のコピーを添え
て東住吉区社会福祉協議会の窓口にお持ちください。申込書は、区社協ホー
ムページからダウンロードできます。又、各地域の会館にもご用意しています。
※電話・ＦＡＸでの受付は、いたしません。※申込書には本人の印鑑が必要です。
※地域会館の所在がわからない時は、下記にお問い合わせください。
※申込で知り得た個人情報は、本事業以外には使用しません。
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東住吉区

老人福祉センターからのご案内

大阪市立 東住吉区老人福祉センター
東田辺２－１１－２８
☎６６９９－３０００
月曜日～土曜日（10：00～17：00）

お問い合わせ

  利用時間    利用時間  

  休 館 日    休 館 日  日・祝日・国民の休日・年末年始

地域包括支援センターは、高齢者の
方々が住み慣れた地域で安心してそ
の人らしい生活が続けられるよう、さ
まざまな関係機関と協力しながら支
援する機関です。センターでは、保健
師・主任ケアマネジャー・社会福祉士
の専門職が相談をお受けします。お
気軽にご相談ください。

ご相談は無料で、秘密は
厳守いたします

４か所の地域包括支援センターの他
に、「ブランチ（窓口）」が区内３か所
に設置され、地域の身近な場所で相
談する事ができます。

地域包括支援センター＆ブランチへ

高齢者のご相談は

センターを拠点とするグループの活動発表会です。
日頃の練習の成果を披露します。是非ご観覧ください。

地域包括支援センター

東住吉北地域包括支援センター
桑津3-14-27（グローバルハイツ1階）☎6719-7100

東住吉区地域包括支援センター
田辺2-10-18（さわやかセンター4階）☎6622-0055

中野地域包括支援センター
湯里1-1-30 ☎6760-7575

矢田地域包括支援センター
矢田6-8-7（特別養護老人ホーム花嵐） ☎6694-5552

ブランチ

白鷺ブランチ（特別養護老人ホームくれない）
今川7-9-7 ☎６７６９-１１５５

矢田東ブランチ（特別養護老人ホーム城南ホーム）
住道矢田4-20-17 ☎6760-6539

矢田西ブランチ
公園南矢田4-10-6（せいりょう） ☎6699-9000 矢田西

矢田北・矢田東

育和・今川

担当地域

矢田中・矢田西
矢田北・矢田東

湯里・鷹合
東田辺・南百済

田辺･南田辺
北田辺・今川

育和・桑津

担当地域

お気軽に
ご相談ください！
お気軽に

ご相談ください！

認知症の親の
介護で困っている
認知症の親の
介護で困っている

一人暮らしで
お金の管理が大変
一人暮らしで

お金の管理が大変

介護サービスを
利用したい
介護サービスを
利用したい

　地域の方が集まる場所にまちのなじみの電気屋
さんが出向き、電気に関する情報をお話ししていま
す。ご希望があればご自宅へ訪問し点検を行ってい
ます。（※点検は無料ですが、取り換えや交換等の
作業は料金が発生します）
　この取り組みにより、地域の方やボランティアさん
たち、いろいろな事業所さんとつながりができてお
り、今後も見守り活動を地域と共に歩んでいきます。

東住吉区

東住吉区社会福祉協議会（地域支援担当） 
☎６６22－9582

お問い合わせ

地元事業者との連携による
見守りネットワーク構築プロジェクト

協力事業者証

地元地域
電気店編

区民ホール

12月9日（土）

東住吉区民ホール

開演 11：00

（区役所3階）

 と き 

 ところ 

同好会の作品展示会
は、9月4日（月）から9
日（土）までセンター
内で開催しました。た
くさんの方にご来館い
ただき、ありがとうご
ざいました。

入場は自由
どなたも大歓迎

同好会
活動発表会

平成２9年6月～9月に次の方々から預託を
いただきました。善意銀行では、預託いただ
いたご寄付を地域福祉の向上のため有効に
活用させていただきます。ありがとうござい
ました。（敬称略・順不同）

お問い合わせ 地域支援担当 ☎６６２２－６６１１

物品寄付として
特定非営利活動法人 ワークステージ　ワークステージやた
藤田季芳 ・ （株）マサダ製作所

　社会福祉協議会は、社会福祉法に規定されている民間
団体です。東住吉区社協は、『みんなの力で支え合い、住み
続けられる東住吉区』をめざして、様々な事業に取り組み、
活動しています。
　事業を充実させ、幅広い活動展開を図り、地域福祉活動
を推進していくために、広く賛助会員を募集しています。
　活動の趣旨をご理解いただき、みなさまのご支援、ご協
力をどうかよろしくお願いいたします。

●個人会員・・・・・・・・１口 １，０００円
●法人・団体会員・・・１口 １０，０００円

☆加入者名　社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会
☆口座番号　００９６０－８－１２００００

振込用紙に住所・氏名・電話番号をご記入ください。
区社協だよりへのお名前の掲載をご希望でない場合は、
通信欄に掲載不要とお書きください。

※口数に制限は
　ありません。

賛助会員を募集しています！

角野 純一・帰山 和夫
天宗東住吉園・東田辺第5町会

個 人
団 体（敬称略・順不同）

新たな賛助会員

一般寄付金

善意銀行
だより

☆年会費（年間を通じて受付ています）

（敬称略・順不同） 水野量光・東住吉キリスト集会


