
　区社会福祉協議会では、「人と人との出会い」「人と人とのつながり」によって、「素敵
な活動」につながった。このように次世代に残したい、感謝の気持ちを伝えたい。また、
自分自身のライフワークになっている、といった皆様からの体験談を募集します。

　区ボランティア・ビューローは、ボランティア活動に関する総合
相談窓口として、ボランティアに関する相談支援及び需給調整、地
域のニーズに沿ったテーマで講座や学習会などを開催しています。
　ボランティアをしてみたい人、ボランティアに来てほしい人など、
ボランティアに関することは、お気軽にご相談ください。

　視覚障がいの方や最近本を読むのが少し困難になって
きた方などに、区広報紙「きらり☆にしよど」をはじめ
小説・エッセイ・短歌など各種情報をデイジー図書で発
信するグループです。見学も自由にできますので、ぜひ
一度のぞきに来てください。

　区ボランティア・ビューローには、他にも趣味や特技を活かして福祉施設やイベントなどで
活動しているボランティアグループがあります。また、個人ボランティア（登録制）も募集して
いますので、お気軽にお問い合わせください。

募集内容
　ある「出会い」がきっかけに、自身が行っている地
　域の活動・ボランティア・社会貢献や福祉的な職業
　につながった体験やエピソードの小論文やエッセイ
　を募集します（１２０字～８００字）
応募資格
　区内に在住、在勤、在学の方（年齢不問）
募集規定
　①作品は、お一人２点までとします
　②作品は、オリジナルで未発表に限ります
　③応募作品の返却はしません
　④応募作品の著作権は区社会福祉協議会に属します
応募方法
　「Ａ４サイズ」の用紙等を使用し、下記項目を記載の
うえ郵送、Ｅメール、ＦＡＸで申込みしてください（直
接持参も可）
　①体験やエピソードなど（１２０字～８００字以内）
　②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤住所⑥電話番号
　⑦職業（学生の方は、学校名、学年）
　※題名は自由とします

「素敵な活動につながった」

ボランティア・ビューロー

活動紹介
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西淀川区社会福祉協議会は、あなたとともに、あたたかい福祉のまちづくりに取り組みます

応募受付期間
　平成２５年７月１日（月）～８月３１日（土）
　※持参の場合は、月～金（祝日は除く）の
　　午前９時～午後５時３０分　　
応募作品の送付先及び問合せ先
　①郵送及び持参の場合
　〒５５５-００１３　千舟２-７-７
　　区在宅サービスセンター「ふくふく」　
　西淀川区社会福祉協議会　宛
　 電　話 ６４７８-２９４１
　 ＦＡＸ ６４７８-２９４５
　②Ｅメールの場合
　　ny-tikatsu@tenor.ocn.ne.jp
優秀作品の選定・表彰及び発表
　応募作品の中から、優秀作品を選定し、表彰します。
　また、当会が主催するシンポジウムにおいて発表
　していただく予定です。
選考方法
　選考委員会を開催（9月下旬頃予定）し、優秀作品を
　選定します。

　この企画は、他県での交流会に参加されてい
た主催者である髙木さんの、もっと身近な地域
で、何気ない思いを共有できる場所を求めてい
る人が、他にもいるのではとの思いを受け、ボ
ランティアグループ「西淀川おもちゃ図書館
“おもちゃ箱 ”」の協力のもと実現しました。　
　この日も関西を中心に子ども２３人、大人２
４人の方が集まり、先輩保護者からアドバイス
を受けるなど、充実した1日を過ごしまた。

　5月18 日（土）小耳症の子どもと保護者
が集う「小耳症 集いの広場」が開催され
ました。

小耳症・・・生まれつき、片耳もしくは両耳が小さ
いなどの症状で、外耳道が閉鎖していることから
聴力が低い場合もあります。

デイジー図書・・・パソコンや専用プレイヤーを利用して再生することができるデジタル録音図書（電子図書）。
特徴として、目次から読みたい箇所へ飛ばせたり、音声にテキスト、画像をシンクロ（同期）させることがで
きます。

体験談を募集します！

音訳グループ やまびこ

気軽に
ご相談を

毎月 1日・25日　午前10時～正午
※利用者（リスナー）との交流会、パソコン・
録音技術の勉強会もあります
区在宅サービスセンター「ふくふく」

活 動 日

活動場所ボランティア会員
募集中
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5月29日（水）に開催された理事会・評議員会において、平成24年度事業報告ならびに決算報告が承認されましたので報告します。
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会　費
賛助会員（個人） １口 1,000円
賛助会員（法人・団体） １口 10,000円

問合せ 福祉企画担当　☎6478－2941

　広く地域の皆さまからの善意による寄付をいただき、地域
福祉の一層の充実を図ることを目的としています。
　地域の団体のお祭りやバザー、チャリティーなどの収益金
の一部、冠婚葬祭のお祝いやお悔やみの一部、企業などから
の様々な形でのご寄付をいただいています。
　寄付金は高齢者福祉月間事業や、母子家庭への歳末見舞
品の贈呈などに活用させていただいています。
　今後とも皆さまの善意を地域福祉の推進に活かしていくた
め、ご寄付の協力をお願いいたします。

　前回掲載後、平成24年４月から平成25年３月までの間に
皆さまから855,180円の預託がありました。
　多数の方々にご協力いただき厚くお礼申しあげます。

　賛助会員制度は、社協が行う地域に根ざした福祉活動に
財政的支援をご協力いただく、住民主体の助け合いのしくみ
です。賛助会費は、ボランティア活動、ひとり暮らしや寝たきり
の高齢者の支援をはじめとした社協独自の「地域福祉事業」
と、みなさまの身近な地域で行われている地域社協のさまざ
まな活動に役立てています。賛助会員募集を通じて、身近な
地域から一歩ずつ、障がいのある人、子どもたちから高齢者
まで、「誰もが安心して暮らせるふくしのまちづくり」をすすめ
ていきたいと考えております。

※会費をご持参いただく他、ゆうちょ銀行の払込取扱票でもご
入金いただけます。

※なお口数に制限はございません。

口座番号 ００９８０－９－１２９２３１
加入者名 社会福祉法人  大阪市西淀川区社会福祉協議会

賛助会員募集

善意銀行だより

竹島地域社会福祉協議会、森下世志典、横川光義、岡
本義輝、辻野志津子、阪本直美、中山鋼業労働組合、
香簔民生委員会、上西一由、西青会、平岡八重子、ふ
るさとチャリティー芸能大会、子ども子育てプラザまつ
り、淀川明るい社会づくり運動、遊技業組合、いちょう
学園同窓会、佐伯哲秋、匿名（敬称略）

預託者の皆さま預託者の皆さま

●法人運営の強化
理事会、評議員会の開催
会員組織の充実
・組織構成会員　16団体
・賛助会員　7団体／個人28人
善意銀行の運営
共同募金運動の協力
広報啓発活動の推進、研修会の実施
・区社協だよりの発行（年2回）
・ホームページの活用
・区民まつりへの参加

●地域福祉活動の推進
地域福祉活動推進事業
・地域社協、地域ネットワーク委員会活動の推進
・地域支援調整チーム実務者会議の開催
大阪市高齢者食事サービス（ふれあい型）活動の
推進
福祉教育の推進
区社会福祉施設連絡会研修会・総会の開催
高齢者福祉事業
・高齢者福祉月間事業への助成
・金婚夫婦お祝い品の贈呈（201組）
・寝具洗濯乾燥消毒サービス（155人、延べ321
枚）

児童・青少年福祉の支援
・子育て支援連絡会の開催
・子育てサロン活動の支援
・大型遊具貸出事業
障がい者（児）福祉の支援
西淀川区地域福祉アクションプランの推進 
・課題別部会の取り組み強化
・地域福祉課題解決に向けた担い手育成事業の
推進

被災者支援活動
・県外避難者の支援
車いす貸与事業
災害時シュミレーションの実施
地域生活支援事業
・個別相談・支援（延べ556件）
・家族介護者のつどいの開催
・認知症サポーター養成講座の開催
・車いす貸与事業（45件）
あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）
・相談件数（延べ7,137件）
・サービス利用件数（77件）

●ボランティア・ビューローの運営
ボランティア・ビューロー利用登録者数
（個人登録92／グループ登録12）
ボランティアに関する相談等（相談件数81件）
ボランティア保険の受付（活動保険106件／行事
保険113件／非営利有償活動保険1件）
ボランティア養成講座の開催
ボランティアグループの活動支援
ボランティアに関する広報啓発活動
・ボランティア・ビューロー情報紙の発行
（年5回）
・ボランティア・ビューロー冊子「TAKE 絆 OFF」
の増刷

●在宅福祉サービスの運営
生活支援型食事サービス事業（延べ4,692食）
介護予防事業
・複合型介護予防事業（延べ1,344人）
・通所型閉じこもり等予防事業（二次予防事業
対象者456人／一般1,287人）

通所介護事業（延べ2,415人）
居宅介護支援事業

・居宅サービス計画の作成（延べ302件）
●地域包括支援センターの運営
総合的な相談支援業務及び権利擁護業務
・地域ネットワーク構築業務（会議の開催、出席
160回）

・総合相談業務（延べ3,637件）
包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
・介護支援専門員個別相談件数（延べ489回）
・居宅介護支援事業者連絡会・研修会の開催参
加（延べ24回）

・「けあまねまなびば」高齢者の権利擁護　勉
強会の開催

・高齢者虐待研修会の開催
・その他（生活支援型食事サービス運営委員会
の開催、家族介護支援事業など）

介護予防ケアマネジメント
・要支援者介護予防ケアプランの作成
　（延べ6,199件）
・二次予防高齢者ケアプランの作成
（延べ56件）

●老人福祉センターの運営
利用者数（延べ34,734人）
各種教室・講座の開催（44回）
世代間交流事業の開催（82回）
定例・特別行事の開催（29回）
各種サークル活動の実施（608回）
●子ども・子育てプラザの運営
登録者数（1,715人）
利用者数（延べ31,878人）
行事・講座の開催（176回）
サークル・グループ利用（738回）
ファミリーサポート利用状況（1,111件）

会費収入 1,406,000
寄附金収入 914,980
補助金収入 64,635,878
助成金収入 544,000
受託金収入 99,451,192
事業収入 1,983,000
共同募金配分金収入 3,130,682
介護保険収入 55,424,915

雑収入 1,240,949
受取利息配当金収入 4,881,900
経理区分間繰入金収入 2,250,046
施設設備等寄付金収入 132,430
積立金取崩収入 8,000,000
前年度繰越金 87,443,642

　　  合　　計 331,439,614

人件費 147,355,214
事務費 9,171,425
事業費 68,420,938
共同募金配分金 3,130,682
助成金支出 5,123,727
負担金支出 484,289

経理区分間繰入金支出 2,250,046
固定資産取得支出 1,469,342
積立金積立支出 10,003,040
次年度繰越金 84,030,911

　　  合　　計 331,439,614
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口腔機能向上 栄養改善運動器の機能向上

　生活の中でこう
いった困り事はあり
ませんか？

・福祉サービスは利用したいが、複雑な
　手続きが困難。
・通帳や印鑑など、どこに置いたか思い
　出すのが困難。

地域で暮らす高齢者の方が住みなれた地域で安心して、暮らし続けられるように支援します。お気軽にご相談ください。

地域包括支援センター

あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）

元気なうちから始めよう　

※西淀川区地域包括支援センターの担当地域は、柏里・野里・歌島・香簑・竹島・佃・千舟になります

あんしんさぽーと担当　☎６４７８-２９４１

総合相談 包括的・継続的ケアマネジメント 介護予防ケアマネジメント 権利擁護

　高齢者やその家族が抱える介護
や福祉に関する悩みや心配ごと、
暮らしに関する相談を受け、支援
します。

地域の活動に出向き、お困りごとも
きかせてもらっています。

　要支援・要介護状態にならない
よう予防が必要な方には、介護予
防事業への参加にむけた支援計画
書を作成します。

介護予防教室
（複合型）

　高齢者虐待の早期発見・防止、
高齢者の権利を守るための相談
を受けます。また、啓発活動もし
ています。

高齢者虐待防止研修会を
開催しました。

　地域で活動しているケアマネ
ジャーをサポートし、医療・介護・
福祉などの関係機関をつなぎ、地
域づくりをすすめていきます。

ケアマネジャーのための
「まなびば」を開催しました。

そんなとき　あんしんさぽーと

【サービス利用料】

利 用 者 募 集 中

1日の流れとサービス内容

　送迎車でご自宅までお迎
えにうかがいます。

 　　　　看護師による検温、
血圧脈拍測定、健康状態を
チェックします。

 お身体の状況に応じて、入浴
していただきます。　　

 栄養バランスに考慮した食事
を提供します。

　 送迎車でご自宅までお送
りします。

　　　　　　 体操やゲーム
に加え、季節に応じた行事や
ボランティアさんによる催し
などを実施しています。

　介護保険において要支援・要介護と
認定された方を対象に、日帰りでゆった
りと楽しく過ごしていただく施設です。
スタッフがきめ細かな対応を心掛けて
います。見学・体験利用はいつでも受け
付けていますので、お気軽にお問い合
わせください。

問合せ　介護予防担当
　　　　☎６４７８-２９４１　　

問合せ　区地域包括支援センター　 ☎６４７８-２９４１

区在宅
デイサービスセンター

●区内の地域包括支援センター

どんなことしているの？

名　  称
所 在 地
電話番号

担当地域

西淀川区地域包括支援センター

柏里、野里、歌島、香簑、竹島、
佃、千舟

大和田、姫里、姫島、福、大野百島、
川北、出来島

西淀川区南西部地域包括支援センター
千舟２-７-７ 福町２-４-１６
６４７８-２９４１ ６４７６-３５５０

【サービス内容】
・福祉サービス等利用援助…利用に関する
　情報提供、相談等。

・金銭管理サービス…預貯金の出し入れ、
家賃や公共料金、福祉サービス利用料や
医療費などの支払い。

・預りサービス…預貯金通帳、保険証書、
キャッシュカード等の保管。

【利用できる方】
　認知症、知的障がい、精神障がいなどに

訪問による金銭管理サービス 預りサービス
年間３,０００円
（月２５０円）

市民税課税者
市民税非課税者
生活保護受給者

１回８００円
１回４００円
無料 無料

対象者　

　介護予防とは、介護が必要
な状態になることをできる限
り予防し、自立した自分らし
い生活が送れるようにする取
り組みです。

問合せ

区在宅デイサービスセンター
☎６４７８-２９４１

問合せ

より判断能力が不十分な方や
金銭管理に不安のあるひとり暮
らしなどの高齢者で、大阪市内
在住で契約時に意思の確認ができる方。

●なにわ元気塾
　毎月、老人憩の家や福祉会館など地域の身近な場所で集い、体操やゲームで体を動かしたり、歌や音楽
などのレクリエーション、手工芸などを通じて地域の仲間と語らい、心と体の元気を高めます。

　随時見学大歓迎です。見
学をご希望の方はお気軽に
お問い合わせください。

お迎え

健康チェック

入浴

昼食

レクリエーション

お送り

　最近足腰が弱ってきた、食べ物が飲み込みにくいなど、生活機能の低下が心配な 65 歳以
上の方（※要支援・要介護認定を受けている方はご利用できません）。まずは、居住地域の
地域包括支援センターにご相談ください。

●介護予防教室（複合型）
　日常生活に必要な筋力のアップを図る運動や高齢者に必要な栄養バランスのとれた食事、しっかりとかんで食
事や会話を楽しむためのお口のケアなど、介護予防全般について学びます。

期間：週1～2回で概ね3か月間　全20回場所：区在宅サービスセンター「ふくふく」

「運動器の機能向上」プログラム 「口腔機能向上」プログラム 「栄養改善」プログラム

（月・水・金のいずれか 週1回）14回 （毎月1回）3回 （毎月1回）3回
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　平成24年10月に実施された共同募金により、本会への配分金が
次のとおり決定されました。ご協力ありがとうございました。

　みなさまの善意で寄せられた募金は、社会福祉を目的とする事業や
活動を支える貴重な財源です。この募金は、大阪府共同募金会を通じ
て、区社会福祉協議会をはじめ各関係団体に配分され、平成25年度
地域福祉活動に役立たせていただきます。

10月1日▶12月31日

地域の福祉、
みんなで参加

地域配分金・・・・・・・・・・・・2,217,338円
その他特別配分・・・・・・・・・・・105,986円

共同募金にご協力
ありがとうございます

　おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者、ねたきり高齢者等の健
康増進と地域社会の連携を深め、福祉の向上に寄与することを目的
に、区内９地域において「高齢者食事サービス事業」を実施しました。

平成24年度  高齢者食事サービス事業　実施報告　

平成24年度  高齢者食事サービス事業  収支精算報告（単位：円）

総収入 総支出 差引（収入－支出）次年度繰越金
合　計 5,201,145 4,915,323 285,822 285,822

２２回
１１回
１０回
４回
１２回
１３回
３８回
１１回
１９回
１４０回

７０３食
１，１２１食
４７５食
１４８食

１，２３６食
２，０３２食
２，０３４食
４４０食
９３９食

９，１２８食

実施回数 食　数 地　域
 野　　里
 福
 香　　簑
 竹　　島
 出 来 島
 佃
 大野百島
 千　　舟
 姫　　里
 合　計

ふれあい型高齢者
 食事サービス事業

実施
報告
実施
報告

1

２

３

４

◆子ども大人も一緒のえほん展　開催中◆

7月31日（水）まで

＊内容・日程は変わる場合があります。

各種講座の開催・サークルの育成と支援

サークル活動　一覧

高齢者の地域福祉活動を支援

　プラザは、子育て情報の提供や地域の自主的な子育て活動への
支援として、乳幼児期の親子･子育てサークルのサポートを行ってい
る区内の拠点です。
　日常的には、つどいの広場・子育てサークルへの場の提供、児童
健全育成、子育て支援講座や地域と共に世代間交流イベントの開
催、子育て相談、ファミリー・サポート・センター事業を開設してい
ます。お気軽にお越しください。

　絵本と児童書・大人の読み物を揃え、
子どもから大人までを対象に「えほん
展」を開催しています。いつでも自由に
ご利用ください。

ＨＰアドレス
開館時間

日　時 7月4日（木）・8月8日（木）
午後1時30分～3時30分

対象定員 子育て中の保護者15人（先着順）
申　込 各回1か月前 午前9時30分～　窓口にて
費　用 300円　※希望者は一時保育あり

日　時 ７月13日（土）・9月7日(土)
午後1時30分～3時30分

対象定員 小学生20人（先着順）※今年度初めて受講される方優先
申　込 各回1か月前　午前9時30分～　窓口にて 
費　用 100円　※7月はうどん屋さんが来ます

初めてのフラダンス初めてのフラダンス

もぐもぐクッキング（うどんを打って、どう食べる？）もぐもぐクッキング（うどんを打って、どう食べる？）

楽しくクッキング楽しくクッキング

子ども大人も一緒のえほん展子ども大人も一緒のえほん展

日　時 9月14日（土）・28日（土）
午後1時30分～3時 

対象定員 子育て中の保護者20人（先着順）
申　込 8月14日(水)　午前9時30分～　窓口にて
費　用 無料　※希望者は一時保育あり

問合せ・申込み 子ども・子育てプラザ
☎・ＦＡＸ  ６４７４－７２４５
姫里２－１３－２２（最寄駅：阪神本線「姫島駅」）

問合せ・申込み 老人福祉センター
☎６４７４－４１００　ＦＡＸ ６４７５－２０６３
佃２－９－５（最寄駅：阪神本線「千船駅」）

火曜日～土曜日・・・午前９時～午後９時

開館時間 午前９時～午後５時３０分
利用時間 午前10時～午後５時

休館日 月曜・祝日・年末年始

休館日 日曜・祝日・年末年始

日曜日・・・・・・・・・午前９時～午後５時30分

http://www.fukufuku.or.jp/kosodate/index.html

　地域の高齢者が健康で明るい生活を送るため、必要な各種の相談
を行うほか、教養の向上及びレクリエーションの提供をしています。市
内在住の60才以上の方ならどなたでも無料で利用できます。
　利用するには登録が必要です。初めての方は年齢、住所の確認が出
来るもの（健康保険証等）をご持参ください。

　各種講座及びにしよどふれあいフェスティバル、囲碁将棋大会、お
誕生会等の行事を開催します。
　現在、下記24サークルが活動しています。参加を希望される方は
お気軽にお問い合わせください。

　高齢者がサークル活動を通じて、地域福祉活動を推進しやすいよ
う支援します。

老人クラブ活動への支援・協力
　各地域の老人クラブで組織された西淀川区老人クラブ連合会の
事務局を、センター内に置き老人クラブの活動を支援します。

車椅子の緊急貸出し（無料）
　急に車椅子が必要になった高齢者を対象に、２週間程度を限度に
車椅子を貸出します。
　※やむをえない理由がある場合に限り、１回だけ更新できます。

講座 イベント情報★

老人福祉センター老人福祉センター老人福祉センター老人福祉センター老人福祉センター老人福祉センター子育てプラザ子ども

編　　　物
生　　　花
カ　メ　ラ
歌　体　操
詩　　　吟
水　彩　画

習　　　字
俳　　　句
フォークダンス
ペ ン 習 字
リズム体操
楽しい歌広場

歩 こ う 会
楽　謡　会
カ ラ オ ケ
コ ー ラ ス
手　　　話
老ク女性部民踊

太　極　拳
パッチワーク
フラダンス
民　　　踊
歌 声喫茶
いちょうカラオケ

開催中
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