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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
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ボランティア・市民活動センター 西淀川区社会福祉協議会

 ふくふく です♪

（敬称略・順不同　平成26年7月1日現在）

　幅広い領域のボランティア活動を推進するため、従来のボラ
ンティア・ビューローをリニューアルしてボランティア・市民
活動センターを開設しました。これまでから地域で福祉活動に
取り組んでこられたボランティアグループや団体とのつながり
に加えて、さらに新たなボランティア活動者や NPO、市民活動
団体、企業、学校、社会福祉施設、区役所、地域住民などに運営参
画していただき、より広いネットワークの協働により、地域のさ
まざまな課題解決に向けた活動を展開していきます。

　西淀川区社会福祉協議会（ふくふく）は、地域住民の方々や保
健・医療・福祉などの関係機関や団体、行政、当事者組織、教育
関係者などによって構成される民間の福祉団体です。
　「誰もが安心して住み慣れた地域や家庭で暮らせる、人にや
さしい福祉のまちづくりの実現」をめざし、平成 26 年度も新た
なメンバーで地域福祉活動、ボランティア活動の推進、高齢者
の総合相談など、さまざまな事業に取り組んでまいります。

平成26・27年度

ボランティア・ビューロー から
へ

ボランティア・市民活動センター
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　このたび、平成 26 年 6 月より、引
き続き西淀川区社会福祉協議会会
長に就任いたしました岩見勝馬で
ございます。
　平素は、本会に対して格別のご支
援とご協力を賜り心より感謝申し
あげます。
　さて、少子高齢化、核家族化の急
速な進展の中、近隣関係の希薄化な
どによって、地域のつながりや支え

あう関係づくりが難しくなってきております。さらに、経済的
困窮や生活困窮者をめぐる問題が深刻化するなど数多くの
課題が顕在化されております。
　このような中で、地域福祉推進の役割を果たすべく本会の
役割はますます重要なものとなってまいります。本会では地
域の状況に応じた課題解決に向けて、地域で暮らす皆様との
信頼関係の強化を図ってまいります。更に行政、各関係団体
等との連携を図りながら地域にある多くの社会資源やネット
ワークを大切にし、地域に密着した福祉活動の推進に取り組
んでまいりますので、今後とも、皆様の変わらぬご支援、ご協
力を賜りますようお願い申しあげます。

ー会長あいさつー

西淀川区社会福祉協議会
会長　岩見　勝馬

会　　　長　　岩見　勝馬　　大野百島地域社会福祉協議会委員長

副　会　長　　山本　道昭　　姫里地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　森田　直彦　　福地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　矢野　初憲　　区民生委員協議会会長

理　　　事　　北山　久男　　柏里地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　下阪　茂巳　　野里地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　日下部三徳　　歌島地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　伊原　初夫　　竹島地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　平田　房夫　　佃地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　田中　文雄　　大和田地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　中田　道宏　　千舟地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　大垣　純一　　姫島地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　福山　博重　　川北地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　藤木　　昇　　出来島地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　吉國　利雄　　区商店振興協議会会長

監　　　事　　兼田　定廣　　香簑地域社会福祉協議会委員長

　　　　　　　長谷部惠一　　区体育厚生協会会長

役職名 氏　名 所　属
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5月27日（火）に開催された理事会・評議員会において、平成25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。

平
成
25
年
度  

事
業
報
告

平
成
25
年
度  

決
算
報
告

●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　14団体
・賛助会員　6団体／個人6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

・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
地域福祉活動への支援
地域福祉活動の促進

・地域社協委員長会の開催
・地活協における福祉活動推進にかかる連絡調整
・地域福祉活動連絡会の開催
・社会福祉講演会の開催
・素敵な出会い体験談募集及び支えあい  助けあい

　つながり推進シンポジウムの開催
・福祉システムにおける専門部会・個人課題検討

等、各種会議への参画
・地域福祉活動の担い手育成にかかる支援

各種団体・関係機関・施設との連携・強化
・区社会福祉施設連絡会の開催
・区子育て支援連絡会の開催
・ＮＰＯ等各種団体の福祉分野にかかる運営支援

災害時における支援体制の整備
防災（減災）への活動支援
福祉教育の充実

大型遊具貸出事業
地域福祉アクションプランの推進
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　5,762件）
・サービス利用件数（84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　64人／グループ登録14グループ）
ボランティアに関する相談等（相談件数46件）
ボランティア保険の受付（活動保険126件／行事保

険189件）
ボランティアグループの支援
ボランティア養成講座の開催
ボランティアに関する広報啓発活動

●在宅福祉サービス運営
通所型介護予防事業
・複合型介護予防事業（延べ2,014人）
・通所型閉じこもり等予防事業【なにわ元気塾】
 （二次予防対象者1,019人／一般参加者857人）
通所介護事業（延べ2,616人）
居宅介護支援事業
・居宅サービス計画の作成（延べ267件）
車いす貸出事業（延べ78件）
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（利用者66人）

●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
・地域におけるネットワーク構築業務（会議の開催、

出席114回）
・総合相談業務（延べ5,549人）
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（延べ860回）
・居宅介護支援事業連絡会・研修会の開催参加
 （延べ21回）
・「けあまねまなびば」研修会開催（延べ3回）
・高齢者虐待防止研修の開催（延べ1回）
・グループホーム連絡会（延べ4回）
・地域密着型サービス運営推進会議への参加
 （延べ7回）
その他
・生活支援型食事サービス運営委員会の開催
 （延べ12回）
・住宅改修理由書作成（4件）
介護予防のケアマネジメント
・要支援者介護予防ケアプランの作成
 （延べ6,577件）
・二次予防高齢者ケアプランの作成（延べ80件）

●老人福祉センターの運営
利用者数（延べ33,832人）
各種教室・講座の開催（43回）
世代間交流事業の開催（84回）
定例・特別行事の開催（25回）
各種サークル活動の実施（673回）
各種委員会（3回）

●子ども・子育てプラザの運営
登録者数（1,600人）
利用者数（延べ25,101人）
行事・講座の開催（136回）
サークル・グループ利用（614回）
ファミリー・サポート活動件数（1,021件）

会費収入
寄附金収入
補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
経理区分間繰入金収入
施設設備等寄附金収入
前年度繰越金
 合　　計

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

歳  入

（単位：円）

915,000
809,341

54,816,906
1,980,000
99,389,832
136,950
2,323,324
60,620,674
1,095,014
1,752,911
2,007,979
462,250

84,030,911
310,341,092

歳  出
人件費
事務費
事業費
共同募金配分金
助成金支出
負担金支出
経理区分間繰入金支出
固定資産取得支出
積立金積立支出
次年度繰越金
 合　　計

155,812,700
12,777,474
52,387,030
2,323,324
1,326,200
41,622

2,007,979
1,465,485

2,527
82,196,751

310,341,092 （単位：円）
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　平成25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２６年度地域福祉活動に役立たせていただきます。

共同募金にご協力ありがとうございます

10月1日▶12月31日

地域の福祉、
みんなで参加

地域配分金　　2,283,542円 その他特別配分　　412,149円

　平成26年3月31日（月）、西日本日立物流株式
会社様より自走用車いす7台の寄付をお受けしま
した。ご厚意に対し深く感謝いたします。
　今後、地域の方で車いすが必要な方や福祉教育
事業に活用させていただきます。

西日本日立物流サービス株式会社様より車いすをご寄贈いただきました

善意銀行だより
　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。寄付金は区内の福祉
充実のための事業への助成や「特定テーマ」払出として、区
域内で活動するボランティアグループなどに対する助成を
行っております。
　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、ご協力をお願いいたします。前回掲載後、平成25年４
月から平成26年３月までの間に皆さまから809,341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。

森下世志典、横川光義、岡本義輝、堂見敏郎、樋口テツ、佐
伯哲秋、中尾敏郎、神野エイ子、中山鋼業労働組合連合
会、香簔地区民生委員児童委員協議会、西青会、淀川明る
い社会づくり運動、遊技業組合、匿名（敬称略）

預託者の皆さま預託者の皆さま

問合せ 地域支援担当　☎6478－2941

【
年
会
費
】

個人会員 団体・法人会員

　西淀川区社会福祉協議会では、「誰もが安心して暮らせる、
福祉のまちづくり」を目指して、福祉活動やボランティア活動
の推進、援助の必要な人を支え合うネットワークづくりなど
に取り組みながら、区民の方々の地域活動への参加を促進し
ます。
　こうした活動がより一層充実するように、区民の皆様や団
体・法人の方々にご協力いただきたく、賛助会員を募集します。

【
申
込
方
法
】

金融機関で…

窓口で…

問合せ 地域支援担当　☎6478－2941

※事前にご連絡いただければ、ゆうちょ銀行払込取扱票を
送付します。ゆうちょ銀行払込取扱票をご利用いただく
と、払込手数料が無料になります。

加入者名 社会福祉法人  大阪市西淀川区社会福祉協議会
口座番号

金融機関

００９８０－９－１２９２３１

ゆうちょ銀行

賛助会員の募集

※口数に制限はなく、何口でも申込みいただけます。

いつでもお申込みいただけます。ご来館ください。

１口 1,000円／年間 １口 10,000円／年間
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　高齢者の総合相談窓口として多くの方々
に知ってもらうために、各総合相談窓口・
南西部地域包括支援センターと共同で、区
民まつりにて、出前相談を行いました。
　地域包括支援センターに相談したことが
なかった地域の方々にも気軽に相談に来て
いただきました。

　３月に「ふくふく♪コンサート」を
企画し、日頃家族の介護をされている
方、「ひまわりの会」の家族介護者の方
や、地域の方に来ていただきました。
　川西市民オーケストラの皆さんに
よる演奏で、参加者は様々な曲を聴
き、楽しく、ゆったりとした時間を過

ごされました。地域包括支援センターでは、今後も、介護されている方が、
ホッと息抜きしていただけるような企画を考えていきます。

　区地域包括支援センターでは、い
つまでも元気で過ごすため高齢者を
対象に介護予防の取組みを実施して
います。
　昨年度は、老人クラブや地域の会
館に出向いて認知症や介護予防につ
いての話や、大型遊具を使い乳児親
子さんとの世代間交流も行いました。

　地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して、暮らし続けられるように必要な援助・支援を行います。
不安を抱えられている高齢者の方や、家族・近所の方など、お気軽にご相談ください。

　「介護予防」とは、年齢を重ねてもいきいきと生きがいを持って暮ら
すための取り組みです。高齢者自らが生活機能の向上を図り、できる
限り自立した自分らしい生活の実現をめざしています。介護予防事業
には介護予防教室（複合型）となにわ元気塾 ( 閉じこもり等予防教室 )
の２種類をご用意しております。どちらも参加費は無料ですので、一
度ご見学しませんか。

　ご本人同士やスタッフとの温和な交流の中で、安心して
過ごしていただける家庭的な雰囲気を大切にしています。
ご自宅まで送迎し、ゆったりとしたお風呂に入っていただ

き、バランスの取れた食事、利用者さまの心身の状態に合わせた体操やレ
クリエーションなどを通
じて、一日を過ごしていた
だいています。また、四季
を通じた楽しいイベント
も実施しています。笑顔あ
ふれる区在宅デイサービ
スセンターで、楽しい一日
を送りませんか。ぜひお待
ちしています。

問合せ 区地域包括支援センター　　　☎６４７８-２９４３
南西部地域包括支援センター　☎６４７６-３５５０

見学・１日体験利用も随時
行っています。費用は６００円
(昼食代・おやつ代)で、ご自宅まで
の送迎や入浴も可能です。デイサービスの雰囲気
やプログラムなど、ぜひご体験ください。

　地域の憩いの家やコミュニティ会館などで、レクリエーションや
講師を招いての運動や歌、ゲーム、手工芸などを通じて、楽しい時間
を過ごしませんか？（各地域　月1回）

地域包括支援センター

昨年度は、相談などの支援の他にも様々な活動を行いました。今回は、平成25年度の活動報告を掲載させていただきます。

　年をとって足腰が衰えるのは、
自然な老化以上に「使わないこと
によって、体がなまってしまう」こ
とが大きな原因です。リズムや音
楽に合わせて、仲間と一緒に、楽し
みながら運動をしましょう。
　そして、運動だけでなく、栄養や
お口の健康など介護予防全般につ
いて学び、いつまでも若々しく楽し
い生活を送りましょう。

介護予防教室

なにわ元気塾  (閉じこもり等予防事業）

営 業 日

サービス
提供時間
利用定員
問 合 せ

月曜日～金曜日
（土日祝祭日、年末年始はお休み）

午前９時30分～午後４時30分
２５名
区在宅デイサービスセンター
☎６４７７-６６４０

週１～２回　全２０回　およそ３ヶ月間
区在宅サービスセンター　「ふくふく」

運動；ストレッチ、楽しいゲームや頭の体操、マシンを使った筋
　　　力アップ運動で、日頃動かしていない筋肉を無理なくきた
　　　えます（全14回）。
口腔；健口体操や正しい歯磨きの仕方、クイズなどでお口の事を
　　　学びます（全3回）。
栄養；いつまでも若々しくあるために、老化を遅らせるための栄
　　　養を学びます（全3回）。

介護予防に取り組みましょう！介護予防に取り組みましょう！

スタッフ一同
お待ちしています

スタッフと一緒に
レクリエーションで
体を動かしました

期間
場所

　教室には運動指導士や理学療法士、看護師、介護福祉士がおり、皆様
が安全に無理なく、そして楽しく運動できるように十分配慮していま
す。また、栄養の教室には管理栄養士が、口腔の教室には歯科衛生士が
講師を務めています。

対 象  65歳以上で、介護保険の要支援・要介護認定を受けていない方。
　　　ご質問や見学希望はご連絡ください。　
　　　介護予防担当　☎６４７８-２９４１問合せ

（複合型）

内容

～楽しい仲間とスタッフが利用者さまをお待ちしています！～

区在宅デイサービスセンターのご案内

平成25年度活動報告

●ふくふく♪コンサート

●地域で介護予防

●区民まつりで出前相談

※柏里、野里、歌島、香簑、竹島、佃、千舟は、区地域包括支援センターが担当になります。
※大和田、姫里、姫島、福、大野百島、川北、出来島は、南西部地域包括支援センターが
　担当になります。
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平成26年４月１日より、窓口が区役所から西淀川区社会福祉協議会へ変更
になりました。

生活に不安を抱えた低所得の方、障がいのある方や高齢者世帯の方々に資
金の貸付けや必要な相談支援を行います。貸付相談などお問い合わせは区社
会福祉協議会まで。問合せ  あんしんさぽーと担当  ☎6478-2941

サービス内容

サービス利用料

利用できる方

 福祉サービス等利用援助 　　　　　　　
利用に関する情報提供、相談

 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

 預かりサービス   　  　　　　　　　  　
預貯金通帳、保険証書、キャッシュカードなどの保管

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方で
大阪市内在住で意思確認のできる方

子ども・子育てプラザは、子育て情報の提供や子育て親子・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、子育て支援講座や交流イベ
ントの開催、並びに子育て相談、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。

区社会福祉協議会では区役所とともに高齢者や障がいなどをお持ちの支
援を必要とする方を対象に地域住民自らが継続的・日常的に見守る「見守り
ネット倶楽部」を実施します。

見守り活動の内容は特に決まっているものではありません。定期的な訪問
や各種地域行事へのお誘い、外出時の何気ないあいさつも含まれます。見守
りを必要とされる方や見守りを行う方などの意向も踏まえ、それぞれの地域
の実情にあったやり方で取り組んでいきます。

２年間で各地域ごとの「見守りネット倶楽部」の設立に向け、順次地域ごと
に説明会を開催します。また福祉関係機関との連絡調整をはじめ、地域福祉
推進のための福祉懇談会、セミナーなども開催していきます。

●● 活動ポイント ●●
❶知り合う
　地域の中に新たなつながりをつくりだし、地域の絆が強まります。
❷知らせる
　日常生活で困っている人を早期に発見し、必要な制度やサービスにつなげ

ることができます。
❸見守る
　地震や火事などの災害時にも対応する支援体制につなげることができます。

骨盤体操、防災･防火講習会、手作り教室、七宝焼き、秋の歩こう会、秋の
囲碁･将棋大会、マジック講習会、体力測定、干支作り、中央卸市場見学、手
作り体験研修、折り紙教室、年忘れお楽しみ会、大阪ガス「元気ハツラツ健
康体操」、笑いのヨガ、にしよどふれあいフェスティバルなど……。
●同好会･サークル･イベントに参加ご希望の方は、老人福祉センター事務所へ

お問い合わせください。
申込み・
問 合 せ

 西淀川区老人福祉センター ☎6474-4100   6475-2063
 　佃２－９－５（最寄駅：阪神本線「千船駅」）
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  日曜・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）

地域の高齢者が健康で明るい生活を送るため、教養の向上及びレクリ
エーションを総合的に提供しています。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。ご興味のある方はぜひ、ご参加ください。

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。

乳幼児とその保護者が気軽に集い交流を図ることを
目的としています。自由来館なので、時間内であれば
いつでもお越しください。季節に応じた行事や講習会
も開催しています。また、毎月「たより」を発行して
イベントなどの情報発信を行っています。
利用対象  0歳から就学前の乳幼児と保護者
 毎年1回利用登録をお願いします。
 大型遊具・絵本・おもちゃなどが多数あります。
 お弁当持参もOKです。 ランチタイム正午～午後1時
開設時間  火曜日～金曜日　午前10時～午後３時
 土曜日　　　　　午前10時～午後４時
 日曜日　　　　　午前10時～午後４時　＊自由開放日です。

主に小学生が、遊びやクラブ活動を通じて社会性の発達や体力の形成を
行います。日常の自由遊びの他に、各種講座やイベントなどを行います。
開設時間  火曜日～土曜日　午前９時～午後５時20分
 日曜日　　　　　午前９時～午後５時
問合せ  ☎・  6474-7245

 姫里2-13-22　最寄駅：阪神本線　姫島駅
 ＨＰアドレス  http://www.osaka-kosodate.net/plaza/nishiyodogawa/

開館時間  火曜日～土曜日　午前９時～午後９時
 日曜日　　　　　午前９時～午後５時30分
休館日  月曜・祝日・年末年始（12月29日～ 1月3日）
 月曜日が祝日の場合、翌火曜日もお休みです。

生活福祉資金
貸付事業より

あんしんさぽーと事業
（日常生活自立支援事業）

訪問による金銭管理サービス 預かりサービス
市民税課税者 1回800円 年間3,000円（月250円）市民税非課税者 1回400円
生活保護受給者 無　料 無　料

生活の中で困りごとはありませんか？
●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

子ども・子育てプラザ

「見守りネット倶楽部」を始めます

老人福祉センター

■■■■今後のイベント情報 ■■■■

■■■■サークル・同好会一覧表 ■■■■つどいの広場

すまいるキッズ

お知らせ

誰もが安心して暮らせる地域をめざし

問合せ  地域支援担当  ☎6478-2941

サークル名 活 動 日 サークル名 活 動 日

編　　物 第２･４火曜 太 極 拳 ①第１･３･４木曜
②第１･３･４金曜

歩こう会 不　定　期 俳　　句 第１月曜
生　　花 第２･４木曜 パッチワーク 第１･３水曜
楽 謡 会 第４月曜 フォークダンス 第1･３木曜

カ メ ラ 第２金曜 フラダンス ①第２･４水曜
②第１･３金曜

カラオケ ①第１･３金曜
②第２･４金曜 ペン習字 第１･３木曜

歌 体 操 第２･４金曜 民　　踊 第１･３木曜
コーラス 第２･４月曜 リズム体操 第１･３月曜
詩　　吟 第１･３水曜 歌声喫茶 第２･４木曜
手　　話 第１･３土曜 水 彩 画 第２･４火曜

楽しい歌広場 第１･３水曜 いちょうカラオケ ①第１･３土曜
②第２･４土曜

習　　字 第２･４木曜 囲碁･将棋同好会 月曜～土曜
３Ｂ体操 第１･３月曜

ファミリー・サポート・センター
「子どもを預けたい人」と「子どもを預かりたい人」同士が子育ての相互援

助を行うことを目的としています。
保育所・幼稚園の送迎や保護者の急用時の預かり、また、育児疲れやリフ

レッシュのための利用もできます。（1時間800円～）
会員登録制ですので、事前に説明を受けてください。
※詳しくは下記までお問い合わせください。

　　☎・  6474-7280


