
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
決定！決定！

「認知症高齢者等の行方不明時の早期発見」の取組みを進めます！「認知症高齢者等の行方不明時の早期発見」の取組みを進めます！見守り相談室見守り相談室

主　催 社会福祉法人　大阪市城東区社会福祉協議会
城東区中央2-11-16　☎ 6936-1153　 　　  6936-1154問合せ先  FAX  

入場
無 料
申込不要

平成２８年１月２２日（金） １４：３０～　（開場１４：00～）
城東区民ホール（城東区中央１-３-６）
３００名（先着順）

と　き

内　容

ところ

定　員

一人ひとりに
　やさしいまちづくり
一人ひとりに
　やさしいまちづくり

城東区社会福祉協議会の取り組みについて

映画上映「徘徊　ママリン87歳の夏」

字幕つき 手話通訳あり

　見守り相談室では、認知症のある高
齢者等で行方不明になるおそれのある
方に事前登録してもらい、協定を結んだ
関係機関や地域の活動団体に協力者に
なっていただき、事前登録している登録
者の情報を協力者にメールやFAXで配
信し、早期の発見につなげます。
　認知症の方、またはそのご家族やケ
アマネジャー等の方々からの申請が必
要になります。住所・氏名・生年月日、身
体的な特徴や顔写真などの情報を事前
に登録いたしますので、見守り相談室窓
口へ気軽にご相談、申請
してください。

大阪北浜。大都会のド真ん中に、ちょっと訳ありの母娘が住んでいる。
母は認知症。娘は自宅マンションでギャラリーを営む。
昼夜の別なく徘徊する母を見守る娘の姿は、近所の誰もが知っている。
こんなとき、あなたならどうする？

（区社協）見守り相談室

⑤発見連絡

⑦徘徊者
　保護

⑦徘徊者
　保護

⑥発見連絡
①行方不明の届出

②依頼
⑧保護報告 連携

③メール・FAX配信
⑨保護報告

協力者・協力事業者ネットワーク
（関係機関、企業、団体等）

家族・
介護者等

事前登録 徘徊
発生

連携

【名　前】　　　　じょーたん
【生息地】　　　　城東区社会福祉協議会「ゆうゆう」
【誕生日】　　　　9月8日
【性　格】　　　　穏やかな性格であるが、目標に向かうと熱く語りだす一面も。
【特　技】　　　　ハートの翼からマイナスイオン発生。
【マイブーム】　　城東区内を散歩すること。
【チャームポイント】　胸のマークは社協のシンボルマーク。
【好きなこと】　　いろんな人の話を聴くこと。

★西で困っている人がいれば声を聴き、東に苦しんでいる人がいれば
声をかけ、夢を描くものがあれば、ともに語り、地域の希望につな
ぐ、そういうものにじょーたんはなりたい。
★区民の方が住み慣れた町で安心して暮らしていけること。
★トリプルJを目指します。
　～城東区（JOTO）をつなぐ（JOINT）じょーたん（JYOTAN）～

目
　
標

※普段のお仕事、生活の中で気をつけて
いただき行方不明者かなと思われる方
を見かけた場合、連絡

④徘徊高齢者発見

徘徊高齢者

地域包括支援センター

【
徘
徊
発
生
時
の
対
応
】

　じょーたんは、城東区社会
福祉協議会のさまざまな活
動をたくさんの人に知っても
らうために「ゆうゆう」に登
場しました。
　城東区の花「モクレン」を
モチーフにし、「コスモス」を
髪飾りにあしらい、愛あるハ
ートの翼をつけて誕生しま
した。

じ
ょ
ー
た
ん

区社協区社協 マスコットキャラクターマスコットキャラクター

警察

ヨロシク
ね！

ゆうゆう内「見守り相談室」
☎ 6936-1131

問合せ先

2016年１月

71
大阪市城東区社会福祉協議会
社会福祉法人
〈編集・発行〉

http://www.joto.kusyakyou.or.jp

大阪市城東区中央2-11-16
城東区在宅サービスセンター
　　　　　　 　　ゆうゆう内
 ☎ 06-6936-1153
 FAX  06-6936-1154

1
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認知症サポーターフォローアップ講座
を開催しました！

保健福祉センター保健福祉課（福祉） ☎6930-9857　　6932-1295
・同じものを何回も買ってくるわ。
・長いこと病院に行ってないわ。
・同じこと、何度も言ってるわ。

　城東区には、それぞれの地域における活動を支援してくれている「地域福祉
支援員」さんが1名ずついます。そんな支援員さんを紹介していくコーナーです。

城東区地域包括支援センター

それいけ支援員さん ～第6回～

中浜憩の家　　中浜２－６－８　 ☎ 06-6969-8485

ボランティアビューローボランティアビューロー

中浜地区　利藤 秀司さん
①星座・血液型　魚座・O型
②趣味　神社・仏閣めぐり
②マイブーム　孫と遊ぶこと

③支援員さんになったきっかけ　町会長の推薦
④支援員さんから見たわが地域
地域力の高さ・隣近所の見守り体制がしっかりしている。
⑤今、一番力をいれていること
地域資源の発掘
⑥今後の抱負
地域のネットワークづくりの強化
⑦城東区の皆様に一言！！
中浜小学校正門前に事務局があります。
気軽にお寄りください。

FAX FAX 

　経済的な理由や社会的な孤立状況にあることなどから生活に行き詰まっ
てきた方のご相談に乗り、自立に向けた生活を取り戻すための支援を行う
窓口を開設して、平成27年10月で1年になりました。この間、281人のご相
談に乗り、1割の方は支援プランを作成し、就労支援や住居確保、家計相談、
施設入所支援等具体的な支援を行い、2割の方は、面談や訪問等を継続し
具体的な支援を行う方向性を探るなどしています。地域包括支援センター
や民生委員など地域の関係者・機関と連携を取りながら支援に当たるケー
スも増えてきました。これからもさまざまな方々とつながりながら、支援を
必要とする方々の力になれる活動を続けていきます。

ここでは城東区にて福祉の分野で活躍
されている方々を紹介していきます。

対　象

申込み・問合せ

城東区ゆうゆう
　 オレンジチーム

「男性のためのちょっと手伝って！講座～いざという時役立つために！～」

城東区キャラバン・メイト連絡会事務局 ☎06-6936-1153

城東区障害者相談支援センターWAKUWAKU ☎6934-5858　　6934-5850

城東区ゆうゆうオレンジチーム（城東区社会福祉協議会内）

「ウィズゆうゆう」開設1年。
さまざまな連携を力に300人を支援。
「ウィズゆうゆう」開設1年。
さまざまな連携を力に300人を支援。

と き

内 容
ところ

定 員
対 象

ところ

受付期間
申込方法

城東区在宅サービスセンター　
ゆうゆう3階多目的室
20名
自分の経験などをいかし、
地域で何か活動したい方
（女性の方もご参加いただけます）

1月4日（月）～
電話・来所にてお申し込みください。

じゅずつなぎじゅずつなぎ

城 東 校 下

問合せ

問合せ

岡部　ヒナ子さん （関目東校下）

地域福祉推進功労者表彰（市長表彰）
おはなしらんらん

地域福祉推進功労者感謝（市長感謝）
伊藤春男、宮本昇五、奥田萩憲、Sunny.G、ゆりフラメンコ、
ゆうゆうロマン

永年勤続表彰（市社協感謝）
岡田三都子、宮地文枝

― 平成27年度　大阪市社会福祉大会報告 ―
　平成27年10月21日に、平成27年度大阪市社会福祉大会が大阪国際交流
センターで開催され、城東区からは地域福祉の推進に貢献された次の方々が
表彰されました。おめでとうございます。

「認知症かな」と思ったら、
ご相談ください。

40歳以上の、城東区内にお住まいの認知症の方や認知症と疑われる方で
次の①、②に該当する方
①認知症の診断をうけていない、または治療を中断している方
②医療サービスや介護サービスを利用していない方
ご家族や近隣の方からの相談もお待ちしています。

　平成２７年４月より城東区で実施している事業
です。
　認知症になっても住み慣れた地域で安心して
生活を続けるためにチーム員が自宅に訪問し、
適切な医療や介護サービスにつなげます。

（順不同・敬称略）

城東区生活自立支援相談窓口

城東区障害者福祉施設 手づくり製品などの販売

ご相談はこちらまで 
☎06-6936-1181
(城東区役所2階22番窓口)

地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）へご相談ください

　地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）は、地域で暮ら
す高齢者のみなさんが、いつまでもすこやかにそして住み慣れた地
域で安心して生活を続けられるように、介護・福祉・医療・保健など、
さまざまな面から支援をおこないます。

お気軽にご相談ください。
高齢者の方やご家族からの相談を受け、介護相談や福祉、医療、保健等
必要なサービスにつなげるなど、相談内容に応じた支援をします。

いつまでも元気に！自立した生活を支援します。
要支援に認定された方の介護予防プランを作成します。体力に自信がな
いけれどいつまでも元気でいたい方へ「介護予防の取り組み計画」を作
成します。認知症予防の取り組みも支援しています。

自分らしく暮らす！皆さんの権利を守ります。
成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止、消費者被害の防止に努め
ます。

安心して暮らす！さまざまな方面から皆さんを支えます。
住み慣れた地域で安心して暮らすために、ケアマネジャーの後方支援や、
医療機関・行政などと連携して、皆さんを支えます。

名　称 所在地・連絡先 担当地域（連合単位）

蒲生ブランチ（和光）
成育５－２２－１６
ＴＥＬ：０６－６９３５－０５７７ 成育

鯰江ブランチ（城東園）
今福東２－２－２５
ＴＥＬ：０６－６９３１－３８２５ 鯰江、鯰江東

城東区
地域包括支援センター

名　称 所在地・連絡先 担当地域（連合単位）

中央２－１１－１６　
ＴＥＬ：０６－６９３６－１１３３

榎並、成育、
聖賢、鯰江

今福、放出、
東中浜、諏訪

諏訪４－１２－２８　
ＴＥＬ：０６－６９６４－０８０８

城東・放出
地域包括支援センター

鴫野、中浜、
森之宮、城東

鴫野東２－２６－１２
ＴＥＬ：０６－６９６３－６７００

城陽
地域包括支援センター

菫、関目、
関目東、鯰江東

関目２－７－１０－１０３
ＴＥＬ：０６－６７８６－２２５５

菫・鯰江東
地域包括支援センター

地域包括支援センター

総合相談窓口（ブランチ）

☎06-6936-1101
月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）９：00～17：30

認知症初期集中支援推進事業

コミュニティカフェ

　　　　　　　　　　長年の勤務生活後、地域役員の依頼をいただき、
多岐にわたって活動してきました。　
　中でも緑のカーテンサポーターでは、地球温暖化など環境問題に関心
をもち始めたころに、緑のカーテン・カーペットをつくろうという区の呼び
かけもあり、まず家の前・ベランダにゴーヤを植えることから始めました。
　カーテンは日よけとなってくれたり、クーラーの節電、水やり中に声を
かけてくれる人も増えてくるなど、様々な効果があらわれ、現在は、緑のカ
ーテンの良さを伝えながら、苗や種を渡しています。
　私が思うボランティアとは、地域の活動、行事に参加しながら協力して
いくことだと考えており、いろんな活動を通じて、沢山の人とのふれあい
が、活動を通して得られる喜びの一つとなっています。
　これからも20名のサポーターとともに、種配りや栽培法を広め、城東
区を緑でいっぱいの語らいの場にしていきたいです。

　城東区では、これまで展開されていたふれあい喫茶に加えて、新たなコミュニティカフェが次々とオープンしています。
これらのカフェでは閉じこもりがちになっている方・相談したいことがあっても、どこに聞いたらわからないという方にも、
気軽に足を運んでもらえる場をめざしています。

O P E N !

　この喫茶は日頃外に出ることや、人と話をす
る機会が少ない方に足を運んでもらい、みんな
で「わいわい」と楽しくおしゃべりしてもらうこ
とを目的にオープンしました。
　ほっこりとできる居場所となっています。

森 之 宮 校 下

　縁側喫茶は、高齢者の孤立化を防ぐために
オープンしました。顔なじみの方と一緒にゆっ
たりとした時間を過ごしてもらえる場所づく
りをめざしています。
　また身近に参加できる地域活動の場として
の役割も担っています。

鴫 野 校 下

　健康相談（血圧測定など）やちょっとした
困り事の相談もできる喫茶です。
　参加された方から、「病気の早期発見につな
がった！」といった声も聞かれました。
　地域にあるさまざまな活動団体が連携するこ
とで、「おもいやり」を感じる地域となる事をめざ
しています。

受章おめでとうございます

「わいわい喫茶」 「縁側喫茶」 「おもいやり喫茶」

　平成27年10月15日・11月16日（2日間）に、認知症サポーター養成講座を
受講された方を対象に、認知症について知識を深めるとともに、サポーター
同士の交流の機会として、認知症サポーターフォローアップ講座を開催しまし
た。養成講座アンケートで認知症サポーターとしての活動や交流を希望する
方々の声をいただいたことからできた企画になります。
　1日目は、「認知症の理解を深める」をテーマに高田医院の高田先生による
講演会を行い、社会資源の紹介や家族会の紹介を行いました。2日目は、
「声かけ体験から学ぶ本人のきもち」をテーマに声かけ体験を行いました。
　多数の方が参加され、認知症サポーターとしての活動に興味をもたれてい
るということがわかりました。アンケートでは「認知症という病気を身近なも
のと感じ参加した」という声もあり、会の終了には、参加者の方々の発信で、
認知症サポーターの交流会を次回開催することになりました。キャラバン・メイ
トとしては、今後も認知症サポ
ーター養成講座を開催していく
ことで、あらたな仲間が生まれ、
認知症サポーターの交流につ
ながるようにしたいと考えてい
ます。

回 日　時 時　間 内　容
１
２
３
４

1月30日（土）
2月 6日（土）
2月20日（土）
2月27日（土）

１４：００～１６：００
１０：００～１２：００
１４：００～１６：００
１４：００～１６：００

車イスのしくみを学ぼう（車イス修理）
フェイスブック入門（初級）
おもてなし・紅茶のおいしい入れ方
いざという時に役立つために

　区内の障害福祉サービス事務所で作られた授産製品
などの販売を行います。
　製品販売を通じて、区民の皆さんの障害に対する理解
を深め、障害のある方たちの就労を支援することを目的と
しています。
　ひとつひとつ一生懸命作っています。ぜひお立ち寄りく
ださい。 菓子パン・食パン・焼き菓子など伊賀の直営農場から届く水耕栽培の

新鮮無農薬野菜

joto-v@sunny.ocn.ne.jp
☎ 06-6936-1153問合せ・申込み

（全4回）

障害に対する理解を深めよう！

地域活動者

2月8日（月）13：00～15：00
2月9日（火）10：00～15：00
区役所　1階オープンスペース
パッチワーク小物入れやアクリル
たわし、紙すき製品、ストラップなど
の手芸品、パン、クッキー、野菜、
　　　　　　の文具類など
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認知症サポーターフォローアップ講座
を開催しました！

保健福祉センター保健福祉課（福祉） ☎6930-9857　　6932-1295
・同じものを何回も買ってくるわ。
・長いこと病院に行ってないわ。
・同じこと、何度も言ってるわ。

　城東区には、それぞれの地域における活動を支援してくれている「地域福祉
支援員」さんが1名ずついます。そんな支援員さんを紹介していくコーナーです。

城東区地域包括支援センター

それいけ支援員さん ～第6回～

中浜憩の家　　中浜２－６－８　 ☎ 06-6969-8485

ボランティアビューローボランティアビューロー

中浜地区　利藤 秀司さん
①星座・血液型　魚座・O型
②趣味　神社・仏閣めぐり
②マイブーム　孫と遊ぶこと

③支援員さんになったきっかけ　町会長の推薦
④支援員さんから見たわが地域
地域力の高さ・隣近所の見守り体制がしっかりしている。
⑤今、一番力をいれていること
地域資源の発掘
⑥今後の抱負
地域のネットワークづくりの強化
⑦城東区の皆様に一言！！
中浜小学校正門前に事務局があります。
気軽にお寄りください。

FAX FAX 

　経済的な理由や社会的な孤立状況にあることなどから生活に行き詰まっ
てきた方のご相談に乗り、自立に向けた生活を取り戻すための支援を行う
窓口を開設して、平成27年10月で1年になりました。この間、281人のご相
談に乗り、1割の方は支援プランを作成し、就労支援や住居確保、家計相談、
施設入所支援等具体的な支援を行い、2割の方は、面談や訪問等を継続し
具体的な支援を行う方向性を探るなどしています。地域包括支援センター
や民生委員など地域の関係者・機関と連携を取りながら支援に当たるケー
スも増えてきました。これからもさまざまな方々とつながりながら、支援を
必要とする方々の力になれる活動を続けていきます。

ここでは城東区にて福祉の分野で活躍
されている方々を紹介していきます。

対　象

申込み・問合せ

城東区ゆうゆう
　 オレンジチーム

「男性のためのちょっと手伝って！講座～いざという時役立つために！～」

城東区キャラバン・メイト連絡会事務局 ☎06-6936-1153

城東区障害者相談支援センターWAKUWAKU ☎6934-5858　　6934-5850

城東区ゆうゆうオレンジチーム（城東区社会福祉協議会内）

「ウィズゆうゆう」開設1年。
さまざまな連携を力に300人を支援。
「ウィズゆうゆう」開設1年。
さまざまな連携を力に300人を支援。

と き

内 容
ところ

定 員
対 象

ところ

受付期間
申込方法

城東区在宅サービスセンター　
ゆうゆう3階多目的室
20名
自分の経験などをいかし、
地域で何か活動したい方
（女性の方もご参加いただけます）

1月4日（月）～
電話・来所にてお申し込みください。

じゅずつなぎじゅずつなぎ

城 東 校 下

問合せ

問合せ

岡部　ヒナ子さん （関目東校下）

地域福祉推進功労者表彰（市長表彰）
おはなしらんらん

地域福祉推進功労者感謝（市長感謝）
伊藤春男、宮本昇五、奥田萩憲、Sunny.G、ゆりフラメンコ、
ゆうゆうロマン

永年勤続表彰（市社協感謝）
岡田三都子、宮地文枝

― 平成27年度　大阪市社会福祉大会報告 ―
　平成27年10月21日に、平成27年度大阪市社会福祉大会が大阪国際交流
センターで開催され、城東区からは地域福祉の推進に貢献された次の方々が
表彰されました。おめでとうございます。

「認知症かな」と思ったら、
ご相談ください。

40歳以上の、城東区内にお住まいの認知症の方や認知症と疑われる方で
次の①、②に該当する方
①認知症の診断をうけていない、または治療を中断している方
②医療サービスや介護サービスを利用していない方
ご家族や近隣の方からの相談もお待ちしています。

　平成２７年４月より城東区で実施している事業
です。
　認知症になっても住み慣れた地域で安心して
生活を続けるためにチーム員が自宅に訪問し、
適切な医療や介護サービスにつなげます。

（順不同・敬称略）

城東区生活自立支援相談窓口

城東区障害者福祉施設 手づくり製品などの販売

ご相談はこちらまで 
☎06-6936-1181
(城東区役所2階22番窓口)

地域包括支援センター・総合相談窓口（ブランチ）へご相談ください

　地域包括支援センターと総合相談窓口（ブランチ）は、地域で暮ら
す高齢者のみなさんが、いつまでもすこやかにそして住み慣れた地
域で安心して生活を続けられるように、介護・福祉・医療・保健など、
さまざまな面から支援をおこないます。

お気軽にご相談ください。
高齢者の方やご家族からの相談を受け、介護相談や福祉、医療、保健等
必要なサービスにつなげるなど、相談内容に応じた支援をします。

いつまでも元気に！自立した生活を支援します。
要支援に認定された方の介護予防プランを作成します。体力に自信がな
いけれどいつまでも元気でいたい方へ「介護予防の取り組み計画」を作
成します。認知症予防の取り組みも支援しています。

自分らしく暮らす！皆さんの権利を守ります。
成年後見制度の活用や虐待の早期発見・防止、消費者被害の防止に努め
ます。

安心して暮らす！さまざまな方面から皆さんを支えます。
住み慣れた地域で安心して暮らすために、ケアマネジャーの後方支援や、
医療機関・行政などと連携して、皆さんを支えます。

名　称 所在地・連絡先 担当地域（連合単位）

蒲生ブランチ（和光）
成育５－２２－１６
ＴＥＬ：０６－６９３５－０５７７ 成育

鯰江ブランチ（城東園）
今福東２－２－２５
ＴＥＬ：０６－６９３１－３８２５ 鯰江、鯰江東

城東区
地域包括支援センター

名　称 所在地・連絡先 担当地域（連合単位）

中央２－１１－１６　
ＴＥＬ：０６－６９３６－１１３３

榎並、成育、
聖賢、鯰江

今福、放出、
東中浜、諏訪

諏訪４－１２－２８　
ＴＥＬ：０６－６９６４－０８０８

城東・放出
地域包括支援センター

鴫野、中浜、
森之宮、城東

鴫野東２－２６－１２
ＴＥＬ：０６－６９６３－６７００

城陽
地域包括支援センター

菫、関目、
関目東、鯰江東

関目２－７－１０－１０３
ＴＥＬ：０６－６７８６－２２５５

菫・鯰江東
地域包括支援センター

地域包括支援センター

総合相談窓口（ブランチ）

☎06-6936-1101
月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）９：00～17：30

認知症初期集中支援推進事業

コミュニティカフェ

　　　　　　　　　　長年の勤務生活後、地域役員の依頼をいただき、
多岐にわたって活動してきました。　
　中でも緑のカーテンサポーターでは、地球温暖化など環境問題に関心
をもち始めたころに、緑のカーテン・カーペットをつくろうという区の呼び
かけもあり、まず家の前・ベランダにゴーヤを植えることから始めました。
　カーテンは日よけとなってくれたり、クーラーの節電、水やり中に声を
かけてくれる人も増えてくるなど、様々な効果があらわれ、現在は、緑のカ
ーテンの良さを伝えながら、苗や種を渡しています。
　私が思うボランティアとは、地域の活動、行事に参加しながら協力して
いくことだと考えており、いろんな活動を通じて、沢山の人とのふれあい
が、活動を通して得られる喜びの一つとなっています。
　これからも20名のサポーターとともに、種配りや栽培法を広め、城東
区を緑でいっぱいの語らいの場にしていきたいです。

　城東区では、これまで展開されていたふれあい喫茶に加えて、新たなコミュニティカフェが次々とオープンしています。
これらのカフェでは閉じこもりがちになっている方・相談したいことがあっても、どこに聞いたらわからないという方にも、
気軽に足を運んでもらえる場をめざしています。

O P E N !

　この喫茶は日頃外に出ることや、人と話をす
る機会が少ない方に足を運んでもらい、みんな
で「わいわい」と楽しくおしゃべりしてもらうこ
とを目的にオープンしました。
　ほっこりとできる居場所となっています。

森 之 宮 校 下

　縁側喫茶は、高齢者の孤立化を防ぐために
オープンしました。顔なじみの方と一緒にゆっ
たりとした時間を過ごしてもらえる場所づく
りをめざしています。
　また身近に参加できる地域活動の場として
の役割も担っています。

鴫 野 校 下

　健康相談（血圧測定など）やちょっとした
困り事の相談もできる喫茶です。
　参加された方から、「病気の早期発見につな
がった！」といった声も聞かれました。
　地域にあるさまざまな活動団体が連携するこ
とで、「おもいやり」を感じる地域となる事をめざ
しています。

受章おめでとうございます

「わいわい喫茶」 「縁側喫茶」 「おもいやり喫茶」

　平成27年10月15日・11月16日（2日間）に、認知症サポーター養成講座を
受講された方を対象に、認知症について知識を深めるとともに、サポーター
同士の交流の機会として、認知症サポーターフォローアップ講座を開催しまし
た。養成講座アンケートで認知症サポーターとしての活動や交流を希望する
方々の声をいただいたことからできた企画になります。
　1日目は、「認知症の理解を深める」をテーマに高田医院の高田先生による
講演会を行い、社会資源の紹介や家族会の紹介を行いました。2日目は、
「声かけ体験から学ぶ本人のきもち」をテーマに声かけ体験を行いました。
　多数の方が参加され、認知症サポーターとしての活動に興味をもたれてい
るということがわかりました。アンケートでは「認知症という病気を身近なも
のと感じ参加した」という声もあり、会の終了には、参加者の方々の発信で、
認知症サポーターの交流会を次回開催することになりました。キャラバン・メイ
トとしては、今後も認知症サポ
ーター養成講座を開催していく
ことで、あらたな仲間が生まれ、
認知症サポーターの交流につ
ながるようにしたいと考えてい
ます。

回 日　時 時　間 内　容
１
２
３
４

1月30日（土）
2月 6日（土）
2月20日（土）
2月27日（土）

１４：００～１６：００
１０：００～１２：００
１４：００～１６：００
１４：００～１６：００

車イスのしくみを学ぼう（車イス修理）
フェイスブック入門（初級）
おもてなし・紅茶のおいしい入れ方
いざという時に役立つために

　区内の障害福祉サービス事務所で作られた授産製品
などの販売を行います。
　製品販売を通じて、区民の皆さんの障害に対する理解
を深め、障害のある方たちの就労を支援することを目的と
しています。
　ひとつひとつ一生懸命作っています。ぜひお立ち寄りく
ださい。 菓子パン・食パン・焼き菓子など伊賀の直営農場から届く水耕栽培の

新鮮無農薬野菜

joto-v@sunny.ocn.ne.jp
☎ 06-6936-1153問合せ・申込み

（全4回）

障害に対する理解を深めよう！

地域活動者

2月8日（月）13：00～15：00
2月9日（火）10：00～15：00
区役所　1階オープンスペース
パッチワーク小物入れやアクリル
たわし、紙すき製品、ストラップなど
の手芸品、パン、クッキー、野菜、
　　　　　　の文具類など



会  員  募  集
　城東区社会福祉協議会の活動は、大阪市・大阪市社会福祉協
議会からの交付金・補助金をはじめ、共同募金の配分金、寄付金
および「社協会員」の皆様の会費によって運営されています。
　ぜひ、社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、ご入会いた
だきますようお願いいたします。

会費（運営寄付金）

問合せ 城東区社会福祉協議会　☎ 06-6936-1153

　　住民会員・賛助会員「個人」１口　年額　  2,000円
　　　　　　　　　　  「法人」１口　年額　10,000円
　　申込・詳細につきましては、お問い合わせください。

4 情報誌「ゆうゆう」は、赤い羽根共同募金の配分金を活用して作成しています。

利用者さん急増のためスタッフ募集
【資格】 ヘルパー2級、介護職員初任者研修修了者
【給与】 930円（試行期間3か月：880円）
【時間】 9：00～ 17：15（45分休憩時間あり）
　　　　※月～土のうち3日間程度勤務できる方
【休日】 日、祝、年末年始（12月29日～1月3日）
【待遇】 昇給あり、交通費指定支給、労災あり、雇用保険あり、有給休暇あり
【応募】 電話連絡のうえ、履歴書、資格書（コピー）をご持参ください。
問合せ 城東区在宅デイサービスセンターゆうゆう 

☎ 06-6936-1153（菅根、正田）

1月14日(木)・2月4日(木) ・3月3日(木)
いずれの日も10：30～12：00、13：00～14：30
の時間で測定させていただきます

と　き 1月13日(水) 11：00～12：00
親子40組（当日先着順）

と　き
定　員

子育て情報講座「乳幼児の冬の過ごし方」

子ども・子育てプラザ 子ども・子育てプラザの
ホームページが
ご覧いただけます。

問合せ 利用時間 火曜日～日曜日 9：00～17：00
（月曜日と祝日が重なる場合の翌日、年末年始を除く）

 ☎城東区子ども・子育てプラザ　     FAX  06-6933-2880　ところ  今福西１-１-39

広報紙「ゆうゆう」
広告募集！

　広報紙「ゆうゆう」に広告（有料）を掲載
していただける企業等を募集します。
　年間4回（7､10､1月は4日、3月は31
日）毎号約57,000部発行し、新聞折込
みで各世帯や行政機関、福祉施設や地
域関係者に広く配布しております。
　タブロイド版4面中2、3面の下段に縦
8㎝横6㎝を1区画とし、1ページ最大4
区画で、1区画10,000円の料金で掲載
できます。詳しくは、ホームページをご覧
ください。

地域支援担当 ☎06-6936-1153問合せ

http://joto.kusyakyou.or.jpHPアドレス  
関目卓球場（関目6-13-2-1F）
☎090-2787-2029（竹内）

★毎週１回90分 
　全14回

大阪市から委託され地域支援事業として、
介護予防運動を行っています。
トレーニングとして卓球を
とり入れています。

などが対象となります。

65歳以上の
●介護認定を受けていない方
●地域包括センターで参加が適切と
  認められた方

無 料

元気なうちからはじめよう元気なうちからはじめよう広告

無 料

一緒に介護予防運動しませんか？一緒に介護予防運動しませんか？
健康保険
（医療保険）適用

広告

訪問リハビリマッサージは、
全国150店舗展開の
KEiROW（ケイロウ）!!
無料お試しマッサージは
お気軽にお申し付けください！！

城東今福ステーション

0120-19-8686
大阪市城東区今福南2-22-9  1F

1回あたりのご利用平均額

305円～398円

行く ハローハロー

「えほんって、大好き！」

2月10日(水)10：30～11：30
親子70組（当日先着順）

と　き
定　員

3月6日(日) 10：30～12：00
親子12組（申込み多数の場合抽選）
2月10日（水）～2月24日（水）
電話・直接来館でお申込みください。

お父さんとあそぼ!お母さんは心ほぐしヨガ

と　き

申込み
定　員

2月17日(水) 10：30～11：45
12名（申込み多数の場合抽選）
1月27日（水）～2月10日（水）
電話・直接来館でお申込みください。

ママカフェ

と　き

申込み
定　員

一時保育
あり

身長・体重測定

善  意  銀  行
預託金（品）は地域福祉の推進のために役立っています！

　広く区民のみなさまから、善意によるご寄付を受け、地域福祉の向上の
ために有効に活用することを目的として、城東区社協では「善意銀行」を
開設しています。
　平成27年９月１日から11月30日までに、次の方から預託がありました。
皆様の善意を有効に活用させていただきます。
　●株式会社京阪互助センター城東玉泉院　　　　　　21,860円
　●西関目公園愛護会　　　　　　　　　　　　　　 　 6,322円
《物品》 
　●白ゆりグループ　　　　　雑巾　200枚
　●大阪市朝日会　　  　　　車いす　 1台

硬  貨  募  金
　1円玉募金としてスタートし、今回で50回目となる硬貨募金活動は、今
年度も多くの方のご協力により8,871,243円の募金がありました。この募
金は、城東区社協や校下社協の地域福祉活動費として活用させていただ
きます。
　ご協力ありがとうございました。

問合せ 城東区老人福祉センター
 ☎ 06-6932-0017  FAX 06-6934-8340
  ところ  中央2-11-23

老人福祉センター

　当センターでは、高齢者の方々に健康で生きがい
のある生活を送っていただくために、健康増進・教養
の向上を図るため各種教室や講座、行事などの事業
を行っています。また、同好会・サークルや囲碁・将棋
などの活動を通じて、自主的に楽しんでいただける
施設です。
　お気軽にお問い合わせください。

休館日

対　象

利用料

開館時間

大阪市にお住いの６０歳以上の方
（初めて利用される方は利用登録をお願いします）
無料（ただし、教室、講習会などの教材費は自己負担）
10：00～17：00
日曜日・祝日・国民の休日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

●老人福祉センターをご利用ください。

ガソリン
スタンド

城東区古市２-８-１７　　　　　　　
☎０６-６１８０-９９８５

（休日：年末年始のみ）完全予約制

★「後悔しない、補聴器初心者
　ガイドブック」プレゼント！

大阪一円、出張訪問サービス
（施設・ご自宅など）

あおぞら補聴器
巡回訪問サービス

広告


