
介護予防・生きがいづくりの場として

　いくつになっても住みなれた地域で暮らし続けるた
め、住民一人ひとりが自分たちの力を発揮し、地域のつ
ながりや住民の力を活かすことが大切となります。

　介護予防・生きがいづくりの場としての「居場所」は、
お互いの見守りや支え合いにもつながっていくため、住
民の身近にある居場所＝「交流」「体操・運動」「趣味」
「地域貢献」の情報や福祉の相談窓口の連絡先が１つに
なった「地域の居場所・交流の場マップ」を作成しました。

●介護予防につながる活動に参加したい
●体操の場・趣味の場の情報が知りたい
●ちょっとあいている時間でボランティア
　活動をしてみたい
●お茶を飲みながらつどえる場や運動
　の場をつくりたいけどわからない

このようなご相談に
対応しています！！

居場所・交流の場マップがリニューアルします！どうぞご活用ください。

『地域の居場所・交流の場』マップ

https://sawayaka-c.ne.jp/

発行／　　社会福祉法人 大阪市東住吉区社会福祉協議会

東住吉区社協だより

生活支援コーディネーター担当
☎6622-9582

お問い合わせ

冬号
  令和2年 

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して作成しています
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今後のさわやかサタデー(予定)

  場 所    場 所  さわやかセンター３階 会議室にて

2月 8日(土)

いずれも 午後２時～３時

さわやかサタデー

音楽療法ってなあに？

3月14日(土) はっぴーカラーズによる演奏

4月11日(土) ルンルン

※申込み・参加費 不要です！！

ボランティア・市民活動センターでは毎月第２
土曜日に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。月替わりで子どもから高齢
者まで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。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！

趣味や特技を活かして、また空いている時
間を使ってボランティア活動を始めません
か。個人でもグループでも構いません。興味・
関心のある方はぜひご連絡ください。

☎ ６６２８-２０２０  ＦＡＸ ６６２２-８９７３お問い合わせ

　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？

日　時

場　所

対　象

申込み・お問い合せ先

さわやかセンター ３階

区内在住・在勤の方、先着３０名

認知症サポーター養成講座
4月から何か

始めませんか？

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）
☎６６２２－６６１１  ＦＡＸ ６６２２－８９７３

2月15日（土）午前１０時から１１時３０分

腹話術や笑いヨガ、
読み聞かせなど

ボランティア活動を
してみませんか？

イベント時の自転車整理、乳幼児の一時保育、
外出支援、施設のお祭りのお手伝いなど。

楽器演奏、絵本読み聞かせ、手芸、手話など。
主な活動

グループボランティア

　個人ボランティア　

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 料 金

地域福祉サポートセンター
(東住吉区社会福祉協議会内) ☎6622-6611

受付時間
月～金 午前９時～午後５時３０分

東住吉区では日常生活の「ちょっとした困りごと」を協力会員と
して登録しているボランティアが有償でサポートする、住民同士
の支え合い「とんずみサポート」が広がっています。「換気扇の掃
除が自分ではできない」「通院に付き添ってほしい」などの相談・
依頼が増えています。
あなたも協力会員として「支え合いの輪」に入りませんか。

利用したい方（依頼会員）
利用料/30分300円（チケット制）

手助けできる方（協力会員）
謝礼としてチケットをうけとる

コーディネーター
（地域福祉サポートセンター）
相談を受け、活動の調整を行います

チケットの購入
利用依頼

活
動
依
頼

謝
礼
の
支
払

（
チ
ケ
ッ
ト
と
交
換
）

会員登録

チケットでの支払い

会
員
登
録

 サポートの流れ 

助けあい活動

登録料金
不要

30分＝300円でつながる
住民同士の助け合い

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お渡しします。

キャラバン・メイト連絡会の
マスコットキャラクター

“メンちゃん”

受講
無料

※ＦＡＸでお申込みの場合は、氏名（ふりがな）・住所・電話番号をご記入ください。

 会　場  会　場 

　見えにくい・見えない人のための「点訳」
「音訳」ボランティアをご存知ですか？
図書や情報を音声や点字に置き換え、
利用者に貸し出しています。
　点字図書室では毎年、講習会を開催し、
ボランティアの養成を行っています。

毎週水曜の午前、毎週金曜の夜＜２コース＞

点訳・音訳ボランティア講習会

６月～１０月までの全19回

毎週木曜の午前、毎週水曜の夜＜２コース＞
６月～１２月までの全２６回

 募　集  募　集 

お問い合せお問い合せ

大阪市立早川福祉会館点字図書室
☎ 6622-0123   ＦＡＸ 6622-0020
Ｅメール：hayakawa-f@k2.dion.ne.jp

見学も
随時受付中!

点
訳
音
訳

早川福祉会館

５月下旬に説明会を実施。

第4回

ボランティア・市民活動センターだより

ボランティア・市民活動センターはボランティアに関する相談窓口です。
ボランティア活動に関する情報提供・マッチングなどを行っています。

協力会員さん

募集中とんずみサポート

講習日 ： 4月～翌年3月 毎月1～2回
場　所 ： 東住吉区老人福祉センター
対　象 ： 市内在住60歳以上
受講料 ： 年間6,000円
申込み ： 2月1日～15日
 電話・来館・ハガキにて

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

お問い合わせ

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

東住吉区老人福祉センター 高齢者の教養講座

手話奉仕員養成講座

令和２年度

※詳しくはお問い合わせください

書 道 コーラス 民 謡

フラダンス
オーブン
ホビー 民 踊

第２（木）
午前

第２（火）
午前

第２・４（土）
午前

第２（水）
午前

第３（水）
午後

第２・４（月）
午前

午前１０時～午後５時

初級コース

開講式 令和２年 ４月９日（木）　午後７時～８時３０分
 北区民センターホール（北区扇町２－１－１７）

期　間 令和２年 ４月15日～令和３年 ２月17日
 毎週水曜（全40回）　午後７時～８時４０分

ところ 早川福祉会館（東住吉区南田辺１－９－２８）

対　象 区内在住または在勤で高校生以上の初心者の方

定　員 ３０名【多数抽選】

費　用 テキスト代（DVD付）　３，３００円（税込）

申　込 往復はがきに住所・氏名 (ふりがな )・年齢・電話番号・
 勤務先（区外在住者のみ）を記入しお申し込みください。
 〒５４６-８５０１ 東住吉区東田辺１-１３-４
 東住吉区役所 保健福祉課（福祉）「手話講座」まで
締　切　3月21日(土) 必着
主催 : 大阪市聴言障害者協会    主管 : 東住吉区聴言障害者福祉協会

東住吉区役所保健福祉課（福祉）
☎ ４３９９-９８５２　ＦＡＸ ６６２９-４５８０



令和2年2月（3）東住吉区社協だより

お問い合わせ  ☎６６２２－６６１１

　東住吉区社会福祉協議会では、暮らしやすいまち・暮
らし続けたい地域づくりのために資格や経験を活かして、
私たちとともに働いてくれる方を募集しています。

【募集部門】①地域包括支援センター ②見守り相談室 ③地域活動担当
【募集人数】①～③　若干名

【業務内容】
地域福祉推進のための活動に関する業務
福祉サービスの実施、相談・支援に関する業務
地域の高齢者等に関する総合的な相談支援業務及び権利擁護業務　等

【応募資格】
①地域包括支援センター　
　主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士のいずれかの資格がある方
②見守り相談室、③地域活動担当
　地域福祉に関心があり熱意のある方 社会福祉士があると望ましい

【共通項目】

勤  務  地 さわやかセンター（東住吉区田辺２－１０－１８）

勤  務  日 週５日

勤 務 時 間 Ａ勤午前９時～午後５時３０分、Ｂ勤午前１０時３０分～午後７時

 月２～４回Ｂ勤あり

休　　　日 日曜・祝祭日・年末年始　４週８休（月１回程度土曜出勤あり）

給　　　与 本会規程による

採 用 時 期 随時（採用後2か月は試用期間となります）

応 募 方 法 履歴書に希望部門を記載し持参または郵送してください

選 考 方 法 書類選考、面接

私たちと一緒に働きませんか?
<常勤嘱託職員募集>

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

地域における要援護者の
見守りネットワーク強化事業

　日頃の見守り活動や、地域のつながりづくりの
ため、東住吉区社会福祉協議会の中に「見守り相
談室」が設置されており、お困りの方と地域や制
度をつなげるパイプの役割を担っています。ご本
人、ご家族、地域の方、気になることがございまし
たら、まずはお気軽にご相談ください。

見守り相談室見守り相談室

孤立世帯への専門的対応

●●❷

認知症高齢者等の行方不明時の早期発見

●●❸

要援護者名簿に係る同意確認・名簿整備

●●❶

見守り相談室の3つの役割
地域における見守り活動や災害時の避難支援の際に活用するため要援護
者名簿を作成しています。要援護者名簿に基づいて、日頃の見守り活動を
推進することで、社会的な孤立を防ぎ、専門的な支援につなげていきます。

地域から孤立し福祉サービス等を利用していなかったり、利用を拒否するなど孤
立死のリスクが高い要援護者や制度の狭間にいる方に対して、見守り支援ネット
ワーカーが訪問し、必要なサービスや地域の見守り活動につないでいきます。

事前に登録した認知症高齢者等が行方不明になった場合に、氏名や特徴
等の情報をメールやFAXで協力者に配信し、行方不明者の早期発見、保護
へとつなぎます。

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

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

北田辺・今川
田辺・南田辺

■中野地域包括支援センター
湯里１－１－３０ ☎６７６０－７５７５

東田辺・南百済
湯里・鷹合

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

矢田北・矢田東
矢田中・矢田西

ブランチ 担当地域
■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

矢田北
矢田東

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

育和・桑津

育和・今川

矢田西

相談は無料
秘密厳守高齢者のご相談は…

地域包括支援センター＆ブランチへ

東住吉区役所 3階 32番窓口
東住吉区東田辺1－13－4  ☎6621-3011
月曜日～金曜日（午前9時～午後5時30分）

開設場所

開設時間開設時間

※この事業は東住吉区社会
　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。

介護サービスを
利用したい
介護サービスを
利用したい

月曜日～金曜日　午前９時から午後７時
　　　　土曜日　午前９時から午後５時　
月曜日～金曜日　午前９時から午後７時
　　　　土曜日　午前９時から午後５時　

※いずれも祝日、年末年始を除く

開設日時

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

湯里 1-1-30 中野地域包括支援センター内
東住吉区内全域

月曜日～土曜日  午前9時～午後5時30分

お問い合わせ

受付時間

対象地域

東住吉オレンジチーム
（認知症初期集中支援推進事業）

☎6760-7578
　認知症のご相談は東住吉オレンジチームへ　　認知症のご相談は東住吉オレンジチームへ　

不動産担保型生活資金

 緊 急 小 口 資 金 

 教 育 支 援 資 金 

     福 祉 資 金       総 合 支 援 資 金 

上記の5種類の大阪府生活福祉資金（貸付）
の窓口業務をしています。
（貸付には大阪府社会福祉協議会の審査があります。）

生活福祉資金（貸付）のお知らせ

大阪府社会福祉協議会が実施している貸付制度です。

月曜日～金曜日
（午前9時～午後5時30分）

低所得者・高齢者および
障がい者の世帯で、
償還見込みのある世帯

生活福祉資金担当

 対 象 

 受 付 

お問い合わせ

東住吉区役所 ３階 ３２番窓口
☎6622-9075※詳細はお問い合わせください。

相 談



　１１月２日、区民ホールでの「子どもの居場所シンポジウ
ム」に約180人が参加されました。区内で子どもの居場所
づくりに取り組む団体で構成された「子どもの居場所連絡
会」が主体となって企画・開催。第１部の基調講演では、大
阪教育大学の新崎国広教授の基調講演。第２部は実践さ
れている３団体からの活動を報告されました。
　参加者からは「講師の“子どもは地域の宝”という言葉
に賛同しています」「子どもの居場所は、子どもだけではな
く住民の孤立を防ぐということが分かった」「地域で子ども
たちのために、こんなに頑張ってい
る人がいることに感動した」等の
感想が寄せられました。

※この事業は一部共同募金の配分金を活用して実施されました

令和2年2月東住吉区社協だより（4）

　１１月１０日に開催しました「第６回
さわやかまつり」は、約４００名の来場
者とボランティアさんの熱気に包まれ、
大盛況で終えることができました。

ありがとうございました！
　来場者の方々に楽しんでもらおうと一生懸命なボラ
ンティアの姿をあちらこちらで見ることができました。
来場者からは「皆が楽しそうにお手伝いしているのが
いいなと思いました」「来年も来
たいです！」とのお言葉をいた
だきました。

大盛況 

 でした！

お問い合わせ 地域支援担当 ☎６６２２－６６１１

　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。

現在、各地域で二年に一度の善意募金を
お願いしています。前回は4,403,498円の
ご協力をいただき地域福祉事業に活用さ
せていただきました。

●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

払込取扱票に住所・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！

☆年会費（年間を通じて受付ています）

☆受付方法 … 現金　東住吉区社協窓口に持参
 振替　ゆうちょ銀行

児 玉 欣 哉
東 野 滋 子

髙 橋 京 三

大阪市立矢田第３保育所

個人の部

法人・団体の部

令和元年 9月～12月
賛助会員

一般寄付
令和元年9月～12月に次の方から
ご寄付をいただきました。（敬称略）

ご寄付は地域福祉の向上のため
有効に活用させていただきます。

●今川ボランティア部  ●見性寺
●東住吉キリスト集会  ●髙橋京三
●OSAKA城南あおぞらネットワーク
●田辺地区民生委員児童委員協議会

令和元年 台風第１９号
災害義援金の募金報告

令和元年 10月20日 区民フェスティバル ： ￥  4,305
令和元年 11月10日 さわやか祭り　　  ： ￥13,906
合計￥18,211を中央共同募金会に送金しました。

ご協力ありがとうございました。

第6回

　東住吉区社協とつむぎ福祉会の共催で
「知的障がい者ガイドヘルパー養成講座」を
開催しました。９月２６日～１０月２６日の間に、
２日間の講義とコミュニケーション実習１日、
外出介助実習１日、修了式というカリキュラム
を、今年度は１２名の方が修了されました。

　修了生からは「本人ができることは見守り、
できない部分をサポートすることが難しかっ
た」「先入観を持たずに笑顔でいることを心
掛けたら受け入れてもらえたようでうれし
かった」等の感想がありました。

　このように知的障がい者への理解の輪が
広がったことをうれしく感じました。

知的障がい者
ガイドヘルパー養成講座

報 告

　10月30日、大阪市社会福祉大会が開催
され、多年にわたり地域福祉の推進に尽力
された方やボランティアグループに、表彰
状・感謝状が贈られました。東住吉区社協・
各地域社協役員及びボランティア市民活動
センターの登録グループからは次の方々が
表彰されました。おめでとうございます。

（敬称略　順不同）

令和元年度
大阪市社会福祉大会
ご 報 告

【大阪市地域福祉推進功労者表彰（市長表彰）】 

鎌田稔／保育ボランティアグループありんこ

【大阪市地域福祉推進功労者感謝（市長感謝）】

磯崎大像／岸本里美／ラ・パンダ

 （順不同、敬称略）

 （順不同、敬称略）

点字体験

　東住吉区社協では、住民同士が支
え合える地域づくりを目指し、福祉
教育に取り組んでいます。

　車いす体験、点字体験、認知症に
ついてなど、内容はご相談のうえ決
定し、ボランティアや障がい当事者
と一緒に実施しています。

福祉教育に
取り組んでいます

善意募金への
ご協力をお願いします


