
※平成２７年４月に生活困窮者自立支援法が施行され、全国の福祉事務所を設置する自治体で自立相談支援事業をはじめとする新たな取り
組みが始まります。大阪市では来春に先駆けて、今年１月に３区で、１０月に６区で「大阪市生活困窮者自立促進支援モデル事業」が始まり、
城東区でもモデル区のひとつとして自立相談支援モデル事業がスタートします。（公募を経て本会が事業者として選定されました）

募集中

問合せ 城東区社会福祉協議会　あんしんさぽーと担当　 TEL  6936-1161

問合せ　ゆうゆう内　地域活動担当 　TEL  6936-11５３

おサイフや
カバンに
入れておくと安心

申込み・問合せ　 城東区子ども・子育てプラザ ところ　城東区今福西1-1-39
利用時間　火曜日～日曜日  9時～17時（月曜日と祝日・休日が重なる場合の翌日、年末年始を除く） TEL    FAX　6933-2880電話またはFAXにて

  9月12日（金）

  9月19日（金）

  9月26日（金）

10月10日（金）

10月17日（金）

10月24日（金）

11月14日（金）

11月21日（金）

東成

東成

東成

東成

城東

城東

城東

城東

日にち
乳幼児期の心とからだ①
乳幼児期の心とからだ②
子どもの栄養と食生活①
子どもの栄養と食生活②
小児看護の基礎知識①
小児看護の基礎知識②
乳幼児期の絵本の役割
障がいのある子どもとの関わり
子どもの事故防止と応急手当
　（普通救急救命講習）
子どもの健康と発育
子どもの病気について
子どもとのコミュニケーション
子どもの社会性について
提供会員登録・事業説明
相互援助活動の実際

テーマ 会場

～ファミリーサポート提供会員～

「不登校・ひきこもりに悩み苦しむ
 子どもの心に寄り添う」
金馬　宗昭さん（教育コーデイネーター）
４月18日（土）　14：00 ～16：00
城東区在宅サービスセンター　多目的室
80名（先着順）
電話、FAXにて申込みください　

場　所

テーマ

講　師

日　時

定　員

申込み

平成２６年11月27日（木）
【昼の部】１４：00～１５：３０　【夜の部】１９：00～２０：３０
城東区在宅サービスセンター ゆうゆう ３階多目的室
●認知症の理解について　●もし、自分が認知症になったら？
●本人、家族の気持ちを知ろう　等
各回４０名（区内在住・在勤の方）※定員になり次第、締め切ります。

内　容

定　員

と　き

ところ

要申込

担当地域
鯰江 ・ 鯰江東
成　育

併設施設名称
城東園
和光

電　話
6931-3825
6935-0577

所在地
今福東2-2-25
成育5-22-16

大阪市城東区社会福祉協議会
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
☎6936-1153　　　6936-1154

社会福祉法人〈編集・発行〉

HP…http://www.joto.kusyakyou.or.jp

７月４日（金） １１：00～１２：00
就学前幼児と保護者
親子 約７０組 （当日先着順）

日　時
対　象
定　員

城東区在宅サービスセンター「ゆうゆう」（地図は4ページ参照） 利用時間　月曜～金曜 ９：00～17：30 TEL   6936-1153

【共　催】 城東区ボランティアビューロー　
　　　　　☎ 6936‐1153　
　　　　　FAX 6936-1154
　　　　城東区子ども・子育てプラザ
　　　　　☎・FAX 6933-2880

今里

今里

近鉄大阪線・奈良線

地下鉄千日前線

●
●銀行 保育園

東成区在宅
サービスセンター

城東区・東成区共催

●日程及び講座内容

寝屋川

ガソリン
スタンド

老人福祉センター 地
下
鉄
今
里
筋
線蒲

生
四
丁
目

消防署

地下鉄
7号出口

（エレベーターあり）

区役所
コンビニ

病院
警察署

地下鉄長堀鶴見緑地線

国道1号線

在宅サービスセンター
ゆうゆう

ところ　今福西1-1-39

ご相談はお
気軽に

▶
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

申込み・問合せ　城東区在宅サービスセンターゆうゆう内　城東区キャラバンメイト連絡会事務局 (担当：亀岡・木庭)　　 TEL  6936-1153
こ　ば

参加費
無 料

ガソリン
スタンド

３月１日（日） １０：３０～１２：００
10組
１歳半～３歳と保護者
2月1日～

対　象
申込み

と　き
定　員

お父さんと遊ぼ！
お母さんは心ほぐしヨガ １月２５日（日） 

１０：００～１２：００
と　き

城東区子ども・子育てプラザ 1階 図書室　　　　　　　小学生　　　　　　　10名
１００円（来館時に申込みしてください）　　　　　  手ふきタオル　　　　　　 松井 祐氏（大学教員）

定　員
材　料 持ち物 講　師
ところ 対　象

●クラフトテープでバスケットづくり ●ねんどでひなまつり ●黒板づくり

申込み 1月4日～（先着順）

クラフトテープで編み上げ
ミニバスケットを製作します。

2月1５日（日） 
１０：００～１２：００

と　き

申込み ２月１日～（先着順）

ねんどでひなまつりの
人形を製作します

3月1５日（日） 
１０：００～１２：００

と　き

申込み 3月１日～（先着順）

段ボールに黒板カラーを塗り、
かわいいミニ黒板をつくります。

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。

小学生のためのものづくり講座

　生活に行き詰まった人の増加や社会的孤立といった福祉課題に立ち向かうため、今年４月、新たに
生活困窮者自立支援法が施行されます。こうした動きをポジティブな目線からとらえ、福祉コミュニ
ティ城東を創るために多様な思いを重ねるフォーラムを開催します。

「生活困窮・社会的孤立と希望・創造・可能性
　　　　　　　～私たちの暮らし・地域・未来を考える～」

名　称
城東区地域包括支援センター
城東・放出地域包括支援センター
城陽地域包括支援センター
菫・鯰江東地域包括支援センター

所在地
中央2-11-16
諏訪4-12-28
鴫野東2-26-12
関目2-7-10-103

担当地域
榎並  成育  聖賢  鯰江
今福  放出  諏訪  東中浜
鴫野  中浜  城東  森之宮
菫  関目  関目東  鯰江東

電　話
6936-1133
6964-0808
6963-6700
6786-2255

平成２７年２月２６日（木）　14：00～16：00
クレオ大阪東ホール（大阪市城東区鴫野西２－１－２１）
大阪市立大学大学院教授・岩間伸之さんによる講演
「生活困窮者自立支援法が意味するもの」等
テーマに関心のある方ならどなたでも（定員３００人）
不要（先着順、直接会場へお越しください）
城東区生活自立支援相談窓口「ウィズゆうゆう」電話 ０６－６９３６－１１５３

内　容

申込み
問合せ

対　象

と　き
ところ

お知らせ

ふだんの くらしをしあわせに

地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

　　　 み   まも  り 　そう  だん  しつ

「見守り相談室」
　　　 み   まも  り 　そう  だん  しつ

「見守り相談室」

生活困窮者自立支援制度を考える、城東区地域福祉フォーラムを開催しました
　2月26日、クレオ大阪東を会場に、城東区地域福祉フォーラム「生活困窮・社会的孤立と希望・創造・
可能性～私たちの暮らし・地域・未来を考える～」を開催しました。
　今年4月1日から新たに施行される生活困窮者自立支援法に
基づいて全国的な取り組みとして生活困窮者自立支援制度が始
まります。この取り組みの理念や意義などについて、大阪市立大
学大学院教授・岩間伸之さんが講演したほか、鴫野地域活動協
議会・会長の山形彰男さん、城東・放出地域包括支援センター・
主任の川畑直美さん、城東区保健福祉センター保健福祉課長の
大熊章夫さんが登壇。それぞれの立場から、日頃からの地域福祉
活動と新たな支援制度とのつながりについて、未来志向でディス
カッションが行われました。

リーフレットができました♪
　“生活困窮・社会的孤立”と聞くと何だか縁遠い気がす
る人も少なくないはず。でも実は仕事や住まい、健康や教
育など、いろいろなテーマで暮ら
しと直結しています。
　区社協では、新たな制度や城
東区での取り組みについてわか
りやすくまとめたリーフレットを
作りました。無料で配布中、区社
協のホームページでも公開して
います。

　「日々の生活が経済的に苦しい」「住まいのこと、仕事のこと、子どもの教育のことが心配」
「家族の生活や将来が不安」「福祉の制度やサービスを利用できずに困っている」「身近には
相談できる人が誰もいない」…こんな不安や心配ごとはありませんか？またご近所にこのよ
うなことで悩んでおられる方はいませんか？　城東区社会福祉協議会では、昨年10月から、
専任スタッフがこのような悩みを一緒に考え、解決していくためのお手伝いをする取り組み
を始めています。ご相談は無料、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。

　孤立死の防止や災害時の避難支援を視野に入れ、地域における要援護者の見守りのネットワークを強化していくために、
福祉専門職の相談員（見守り支援ネットワーカー）や、見守りを目的とした地域等への要援護者情報提供の同意確認を行う
調査員を配置した「見守り相談室」を新たに設置しました。

　　窓口開設場所が変わりました　　　　☎ 6936－1181
　　　城東区役所２階（窓口番号22番）　開設時間：月曜～金曜 9：00～17：30

主催・問合せ 城東区社会福祉協議会　地域支援担当
〒536-0005　城東区中央2-11-16
☎ 6936-1153　 　　  6936-1154 FAX  

問合せ 認知症初期集中支援チーム（愛称：城東区ゆうゆうオレンジチーム）城東区在宅サービスセンターゆうゆう内
　　　　　　　　 　　　　☎6936-1101（平日9：00～17：30）　　　6936-1154 FAX  

問合せ 見守り相談室　（城東区在宅サービスセンターゆうゆう内）　　☎6936-1131　　　6936-1154 FAX  

家庭でどのように
子どもと接する方が
良いのか一緒に
学びませんか

不登校・ひきこもり親の会不登校・ひきこもり親の会
「ほっとタイム」講演会「ほっとタイム」講演会

見守りを目的とした要援護者の情報を
地域等へ提供するため、本人の同意を
郵送や調査員による訪問で確認します。
また、行政と地域が保有する要援護者の
情報を集約し、平時の地域での見守り活
動や災害時の避難支援に備えるため、
地域での関係づくりの強化に役立てて
いきます。

要援護者情報の地域等への
提供にかかる同意確認・情報の整備

1

孤立死リスクの高い要援護者やセルフ
ネグレクト（成人が通常の生活を営むた
めの意欲や能力を喪失し、自己の健康や
安全を損なっている状態）の方に対し
て、福祉専門職のワーカーが粘り強く支
援し、必要な福祉サービスや、地域にお
ける見守り活動につなげます。

「見守り支援ネットワーカー」による
孤立世帯等への専門的対応

2

本人や家族から事前に登録を受け付け
た徘徊のおそれのある認知症高齢者等
が行方不明になった場合、早期発見でき
るよう、警察による捜索を補完するもの
として、氏名や身体的特徴等の捜索に必
要な情報を、協力者（関係機関等）にメー
ル・ＦＡＸで配信します。

「認知症高齢者見守りネットワーク」
による徘徊者保護の強化

3
見 守 り 相 談 室 の 役 割

平成27年4月より

ができました！ができました！

●認知症は治る病気が原因のこともあります。
●症状を軽くしたり、進行を遅らせることが期待できる認知症もあります。
●記憶や意思が明確なうちに本人自身が考え意思を伝えることができます。
●治療や適切な接し方により、良い状態が維持できればご家族のみなさんも
　落ち着いた生活を送ることができます。

早期相談・早期診断のメリッ卜

城東区ゆうゆうオレンジチームはこのような支援をします。
①ご本人の自宅に訪問して、お困りのことや状況などをお聞きします。
②認知症の専門医と医療・介護の専門職等で話し合い、今後の方向性
を検討します。
③専門的医療機関等への受診を勧めたり、より良い介護サービスなど
が受けられるよう支援します。

早期対応が遅れると…
徘徊・ゴミ屋敷状態・虐待・家庭崩壊・寝たきりに

連携・協力

情報提供

訪問

相談
サー
ビス
の利
用な
ど

支
援

本人・家族

保健・医療・福祉
サービス

城東区ゆうゆう
オレンジチーム

城東区ゆうゆうオレンジチーム城東区ゆうゆうオレンジチーム
認知症初期集中支援チーム 認知症初期集中支援推進事業

対 象
40歳以上で、自宅で生活をされている認知症の方や
認知症の疑いのある方で
●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
●医療サービスや介護サービスを利用していない方
●何らかのサービスを受けているが、認知症による症状が強く、
　どのように対応してよいのか困っている方

1

2

3

を設置しています
愛 称

認知症かな？認知症と思うけどどうしたらいいの？
などとお困りのことはありませんか？

2015年4月

68

2015年７月

69
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
 ☎ 6936-1153
 FAX  6936-1154

1
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ボランティア

　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4回～

●「無料でお家の点検をします」と言われたので、みてもらったら、「シロアリの被害がある
ので、すぐに工事をしないといけない」と、高額な費用を請求された。

●「不用品を引き取りたいので、訪問をさせてほしい」という電話がかかってきて、売る気の
ない貴金属を安く買い取られてしまった。

●「個人情報が流出している。名前を消さないと刑事告発されるかもしれない」という、はが
きが届いた。

●「ご注文のあった商品を送ります」と突然電話がかかってきて、身に覚えのない商品が請
求書と一緒に送られてきた。

●その他にも、消費者被害かもしれない…。という出来事がある。

　次のようなことがあれば、大阪市消費者センター（☎6614－0999）へご相談ください。地域包
括支援センターでは、大阪市消費者センターと協力して、消費者被害の防止に努めています。

～家族のためのグリーフケア～
　介護をしている中で、喪失体験や介護負担な
どで悩みや悲しみを抱えることがあります。少
しでも気持ちが楽になり、前を向くことができ
るための時間を一緒に過ごしませんか。
　皆様のお越しをお待ちしています。

７月１５日（水）　１３：３０～１５：００
城東区在宅サービスセンター　　　　
ゆうゆう　３階多目的室
 せきや ともみ 
関谷共未氏（大阪あべのカウンセリング
ルーム代表）による講演
市内在住の高齢者を介護するご家族、
または介護に関心のある方
５０名程度

○城東区地域包括支援センター
 （榎並・成育・聖賢・鯰江地域）
○城東・放出地域包括支援センター
 （今福・放出・東中浜・諏訪地域）

聖賢会館　　今福西3-1-9　　☎ 6934-6161

○城陽地域包括支援センター
 （鴫野・中浜・森之宮・城東地域）
○菫・鯰江東地域包括支援センター
 （菫・関目・関目東・鯰江東地域）

☎ 6936-1133

☎ 6964-0808

☎ 6963-6700

☎ 6786-2255

VOL.2地域の活動を紹介します
鯰江
な ま ず え

中 浜
な か は ま

　鯰江校下では３月28日に地域福祉アクションプランの一環として高齢
者福祉に関する講演会が開催されました。
　城東区包括支援センターの古川とし子氏からは介護保険サービスに
ついて、認知症介護指導者で蒲生の家代表の瀬川雅和氏からは認知症
について、「認知」や「地域で支える認知症とは」といった観点で話が展開
されました。
　参加者からは「自分の身に置きかえることができた」といった声が聞か
れ、認知症についての理解を深めることができました。

地域情報

消費者被害にご注意ください！

城東区・東成区共催
子育て支援ボランティア講座

災害が起こった時のために…
災害ボランティア養成講座

　中浜校下では地域福祉アクションプランの一環として、災害に備えた
地域防災活動のための支援者募集を始めました。
　これは「地域資源・人材登録カード」に記載・登録していただくことで、
災害時の安否確認や避難の際に、それぞれの資格・技能や経験を活かし
て、お手伝いいただくものです。
　この取り組みを通じて、隣近所での付き合いを再認識し、それぞれが
「できる範囲」で支援に加わっていただくことで、地域の中における助け
合いの関係を築いていこうとしています。

　城東区地域福祉アクションプランと
は、区内16小学校区ごとに立ち上げら
れた「校区アクションプランプロジェク
トチーム」が中心となり、地域住民と区
役所、区社会福祉協議会が地域の福祉
課題の解決に向けて協働し、誰もが安
心して暮らせるまちづくりを目指す取り
組みです。
　６月８日には城東区民ホールにて各
校下で活動の中心を担う皆さんが集ま
るアクションプラン全体会議が開かれ、
それぞれの地域についてふりかえって
もらい、その中で今抱えている課題や、
それを解決するための取り組みについ
て話し合いがなされました。

子育てについて学び、子育て中の保護者を応援する活動をしてみませんか？
この講座をすべて受講すると、大阪市ファミリーサポートセンター事業の「提供会員」
に登録できます。

災害に備え、災害支援に関する一般知識、災害ボランティア活動の
心構えなどについて学ぶ講座です。平常時から自分のできることを
考えてみませんか？

ボランティアビューローボランティアビューロー問合せ・ご相談

と き

内 容

対 象

定 員

ところ

申込み

城東区地域包括支援センター
 　　　　　　☎ 6936-1133

城東区地域福祉
アクションプラン

参加費
無 料

参加費
無 料

聖賢地区　橋本 徳子さん
①星座・血液型　
山羊座・B型
②趣味
海外ドラマ

③マイブーム
飼い始めた仔犬の世話
④支援員さんになったきっかけ
連合副会長の紹介
⑤支援員さんからみたわが地域
チームワークのある地域だと思います。
⑥今、一番力をいれていること
相談や子育てや喫茶など行事を通じて活動し、一人でも多く
の方に支援員のことを知っていただきたいです。
⑦今後の抱負
子育て世代から高齢者まで、楽しく笑顔になれる活動や行
事、講演会をしていきたいと思います。
⑧城東区の皆様に一言！！
聖賢会館は、二階にありわかりにくいと思いますが、お近く
にお越しの際はお気軽にお立ち寄り下さい。

成育コミュニティホール  成育1-6-19  ☎ 6930-0256

成育地区　石園 博信さん
①星座・血液型　
てんびん座・Ａ型
②趣味
成育コミュニティホールの剪定と草むしり

③マイブーム
ケーブルテレビで韓国の歴史ドラマを観ること
④支援員さんになったきっかけ
旧ネットワーク推進員の募集ポスターを見た
⑤支援員さんからみたわが地域
ふるさとまつりや敬老のつどいなど昔からの行事と子育て
サロンやよさこいなどのボランティア事業がうまく溶け合う
落ち着いた「まち」です。
⑥今、一番力をいれていること
安心カプセルの再配布を行っています。
⑦今後の抱負
災害時要援護者の支援体制を計画します。
⑧城東区の皆様に一言！！
成育コミュニティホール(蒲生中)にいますので、いつでもお
越しください。

あなたのまちの地域包括支援センター

家族介護支援事業講演会のお知らせ

〈
問
題
例
〉

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

一緒に卓球しませんか？
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。

などが対象となります。

詳しくはお気軽にお問い合わせください

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広告

平成26年度  ～決算報告～
　平成27年5月25日に開催された理事会・評議員会において、
平成26年度の決算報告が審議、承認されましたので次のとお
り報告します。

会費収入

寄付金収入

経常経費補助金収入

助成金収入

受託金収入

事業収入

介護保険収入

受取利息配当金収入

雑収入

その他の活動
（投資有価証券売却等）による収入

合　　計

3,380,000 

10,367,922 

63,330,533 

15,000 

141,110,122 

617,400 

85,029,275 

1,371,162 

1,123,560 

6,508,000 

312,852,974 

 

人件費支出

事業費支出

事務費支出

共同募金配分金事業費支出

分担金支出

助成金支出

負担金支出

施設整備等による支出

その他の活動（積立金）による支出

次期繰越金

合　　計

10月 2日（金）
10月 9日（金）
10月16日（金）
10月23日（金）
10月29日（木）
11月 5日（木）
11月12日（木）
11月26日（木）

第１回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回

188,124,599 

54,933,419 

25,587,370 

14,257,225 

30,000 

10,083,900 

368,270 

328,750 

309,110 

18,830,331 

312,852,974 

【収入の部】 【支出の部】 （単位：円）

10月2日（金）～11月26日（木）　全8回　24時間
１３：００～１６：１５
城東区在宅サービスセンター　ゆうゆう
東成区子ども子育てプラザ
・子育て支援ボランティア活動に関心がある人
・ファミリーサポーター「提供会員」に関心のある方（19歳以上）
３０名（若干名　先着順）　一時保育あり
9月１日（火）より来館、電話、FAXにてお申込みください。
城東区ボランティアビューロー　☎6936‐1153　　　6936-1154
城東区子ども・子育てプラザ　　　　　　6933-2880

城東区在宅サービスセンター　３階　多目的室
区内在住の方で災害ボランティア活動に関心のある方    
３０名
７月１日（水）～　定員になり次第締め切り
電話・FAX（氏名、住所、電話番号）にて城東区社会福祉協議会まで
大阪市ボランティア・市民活動センター
大阪市危機管理室
市民フォーラムおおさか

８月１日（土） １０：００～１２：００
◆ 災害ボランティアセンターって？
◆ 災害ボランティア活動とは？
◆ 災害ボランティアの心構え

８月８日（土） １０：００～１２：００　　
◆城東区における災害支援の状況・災害への備え

８月２２日（土） １３：００～１５：３０
◆仮想体験から気づく（ワークショップ）

定　員
申込み
共　催

と　き

対　象

ところ
定　員

講　師

申込み

ところ
対　象

1回目

2回目

3回目

乳幼児期の心とからだ①　 乳幼児期の心とからだ②
子どもの栄養と食生活①　 子どもの栄養と食生活②
小児看護の基礎知識①　 小児看護の基礎知識②
乳幼児期の絵本の役割　 障がいのある子どもとの関わり
子どものコミュニケーション 子どもの社会性について
子どもの事故防止と応急手当（普通救急救命講習）
子どもの健康と発育　 子どもの病気について
提供会員登録・事業説明 相互援助活動の実際

内 容日 程
東成
東成
東成
東成
城東
城東
城東
城東

会場

 ☎ FAX 
FAX 主催・申込み・問合せ

☎６９３６-１１５３　　　６９３６-１１５４FAX 

受講生募集

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３月１日から平成27年５月31日までに、次の方々から預託が
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。（敬称略）
 《金銭》 １件　10,000円
　 　　　●廣嶋作子　　10,000円

　今回いただいたご寄付を最大限に活用し、城東区内の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。

　この度、次の方々から区社協へご寄附をいただきました。（敬称略）
 《金銭》 3件　25,582円
　 　　　●聖賢連合女性部　　　　　　 465円
　 　　　●京阪互助センター　　　　18,450円
　 　　　●西関目公園愛護会　　　　 6,667円
 《物品》   ●大阪府理容生活衛生同業組合城東支部　 車いす  ４台
　　 　　●大阪マーガレットライオンズクラブ　　　  絵本　36冊

硬  貨  募  金
８月１日～３１日実施予定　ご協力をお願いします
　昭和41年に１円玉募金としてスタートした硬貨募金運動は、今回
で50回目を迎えます。
　みなさまの善意で集められた募金は、各地域の敬老月間事業をは
じめ、各校下社協の地域福祉活動費として活用させていただくなど、
地域福祉の増進に大きな役割を果たしております。
　今年もみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

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
していただける事業者様を募集します。
　年間4回（7､10､1月は1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。

ありがとうございました！

　今年度の赤い羽根共同募金運動で使用される記
念バッジのデザインが、決定いたしました。
　今年度の共同募金運動期間中に、共同募金に協
力いただいた方へのお礼として、また共同募金をPR
するためなどに近畿６府県内で広く活用されます。

共同募金

（バッジ実物の大きさは、
 直径約１８㎜）

地域支援担当　☎6936-1153
問合せ

http://joto.kusyakyou.or.jp
HPアドレス  城東区社会福祉協議会
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救急安心カードは、緊急連絡先や病歴などの情報を書いておくためのカードです。

申込み・問合せ　ゆうゆう内　地域活動担当　
　　　　　  TEL  6936-1153　FAX  6936-1154

問合せ　ゆうゆう内　地域活動担当 　TEL  6936-11５３

問合せ　地域支援担当　☎6936-1153

申込み・問合せ　 城東区子ども・子育てプラザ ところ　城東区今福西1-1-39
利用時間　火曜日～日曜日  9時～17時（月曜日と祝日・休日が重なる場合の翌日、年末年始を除く） TEL    FAX　6933-2880電話またはFAXにて

お　迎　え
 

健康チェック
　

入　　　浴
 

食　　　事 　
  　
  　

レクリエーション　
  　

お　や　つ　

お　送　り　

  9：15～
  

10：00～
 

　 
 

12：15～
  

13：45～

14：45～

15：30～

送迎車でご自宅まで
お迎えに行きます。

デイルームに来られた人から順に、看護師が
体温・血圧・脈拍等を測ります。

（ご希望により、入浴して
いただけます。）

季節の献立もあり、
おいしい食事を用意しています。
おかゆやきざみ食も用意できます。

身体を動かすゲームや体操、
カラオケなどを楽しめます。

おやつとお茶でほっと一息。

送迎車でご自宅まで安全にお送りします。

デイサービス
での1日

デイサービスでの一日

平成26年度　決算報告
　平成27年5月25日に開催された理事会・評議員会において、平成26
年度の決算報告が審議、承認されましたので次のとおり報告します。

会費収入
寄付金収入
経常経費交付金収入
経常経費補助金収入
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
積立預金取崩収入
　　　合　　計

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

人件費支出
事務費支出
事業費支出
共同募金配分金事業費支出
分担金支出
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
地域包括支援センター事業
積立預金積立支出
次期繰越金
　　　合　　計

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

【収入の部】 【支出の部】 （単位：円）

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３月１日から平成27年５月31日までに、次の方々から預託
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。（敬称略）
 《金銭》 １件　10,000円
　 　　　●廣嶋作子　　10,000円

　今回いただいたご寄付を最大限に活用し、城東区内の地域福祉の
推進に役立たせていただきます。

　この度、次の方々から区社協へご寄附をいただきました。（敬称略）
 《金銭》 3件　25,582円
　 　　　●聖賢連合女性部　　　　　　 465円
　 　　　●京阪互助センター　　　　18,450円
　 　　　●西関目公園愛護会　　　　 6,667円
 《物品》   ●大阪府理容生活衛生同業組合城東支部　 車いす  ４台
　　 　　●大阪マーガレットライオンズクラブ　　　  絵本　36冊

硬  貨  募  金
８月１日～３１日実施予定　ご協力をお願いします
　昭和41年に１円玉募金としてスタートした硬貨募金運動は、今回
で50回目を迎えます。
　みなさまの善意で集められた募金は、各地域の敬老月間事業をは
じめ、各校下社協の地域福祉活動費として活用させていただくなど、
地域福祉の増進に大きな役割を果たしております。
　今年もみなさまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

城東区在宅
ダービスセンター
ゆうゆう

満開の桜を楽しむお花見

 TEL　6936-1153　（担当：岡本）問合せ

毎週水曜日　13：30～15：30
城東区在宅サービスセンター　ゆうゆう　
10月21日（火）まで
30名 （先着順）
傾聴ボランティア活動に関心がある方
1,000円 （全５回分）
傾聴ボランティアグループ「ゆずは」
城東区ボランティアビューロー

申込期間

対　象

と　き
ところ

受講料
共　催

定　員

会　場

対　象

日　程
時　間

定　員
申込み

要申込

城東区ボランティアビューロー 検索

今里

今里

近鉄大阪線・奈良線

地下鉄千日前線

●
●銀行 保育園

東成区在宅
サービスセンター

城東区・東成区共催

受 講 生 募 集

ボランティア随時募集中

ボランティアをするも、

してほしい人も

気持ちよく活動できる

ようにお手伝いします。

高
齢
者
施
設
で
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
あ
り
ま
す
。

11月11日 ＮＰＯ法人　
地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ
ＮＰＯ法人　
地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ
ＮＰＯ法人　
地域自立支援推進協議会ＪＯＴＯ
高落　敬子氏
（大道会 認知症介護指導者）
角正　真之氏
（長居障がい者スポーツセンター）

11月25日

11月18日

12月  9日

12月  2日

住み慣れた地域で共に暮らしていくために

介助方法を学ぶ（車いす・アイマスク体験）

障がいの特性と関わり方

障がい者スポーツレクリエーション

認知症理解とコミュニケーション

第1回

第2回

第3回

第5回

第4回

日　　程 内　　容 講　　師

休館日

対　象

利用料

開館時間

●老人センターをご利用ください。
　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。
　詳しくは、お気軽にお問合せください。

　区社協の各種事業を一緒に盛り上げてくれるマスコットキャラク
ターを募集します。区社協のシンボルとして地域福祉活動や各種PR
活動で活躍してもらいます。親しみを感じ、世代を問わず愛されるユ
ニークなキャラクターで、将来グッズ作成等幅広く活用できる作品を
プロ・アマ問わず幅広く募集します。※未成年者は保護者の承諾が
必要です。
　応募作品はＡ４版の白紙に正面向きで全身がわかるデザイン、カ
ラー仕上げにしていただき一人２点までです。詳しくはホームページ
をご覧ください。

●審査は「城東区社協マスコットキャラクター選考委員会」で行いま
す。採用作品は、ホームページ・広報紙等で発表いたします。

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）
午前１０時～午後５時
日曜日・祝日・国民の休日・年末年始（１２月２９日～１月３日）

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

老人福祉センター

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

編 集 後 記

求人募集
● デイサービス介護スタッフ（週３回程度）  時給９３０～９８０円（試用期間3か月は８８０円）
● デイサービス運転手（週３回程度）  時給1,000円
※応募方法：電話連絡の上、履歴書を郵送ください。
　追って、連絡させていただきます。

問合せ 城東区社会福祉協議会　☎ 6936-1153

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。

4月10日(金) 11:00～12:00
就学前幼児と保護者
70組(当日先着順)

対　象

と　き

定　員

…… ……シアターいろいろ

4月16日(木) 11:00～12:00
就学前幼児と保護者
70組(当日先着順)

対　象

と　き

定　員

…… ……絵本であそぼう! …… ……英語であそぼう

4月22日(水) 14:30～15:00
3歳以上～就学前幼児と保護者
30組(当日先着順)

対　象

と　き

定　員

4月24日(金) 11:00～12:00
就学前幼児と保護者
70組(当日先着順)

対　象

と　き

定　員

…… ……こいのぼりをつくろう!

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  6933-2880　ところ  今福西１-１-39

ガソリン
スタンド

マスコットキャラクターマスコットキャラクター
募集！区社協区社協

募集期間 ７月31日（金）まで

HPアドレス  http://joto.kusyakyou.or.jp

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事業者様を
募集します。
　年間4回（7､10､1月は1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　☎6936-1153
HPアドレス  http://joto.kusyakyou.or.jp

問合せ

熙

ありがとうございました！

区内在住で寝具の衛生管理が困難な方で、
※65歳以上の「ひとり暮らし」または「高齢
者のみの世帯」で介護保険の認定（要介
護１～５・要支援１～２）を受けている方
７月13日(月)～７月24日(金)  
９月 ７日(月)～９月12日(土) 
１人につき布団・毛布あわせて３枚まで（布団は２枚まで）
布団１枚　900円　　毛布１枚　350円
印鑑・介護保険被保険者証を持参のうえ、下記まで
（代理申請の場合は本人と代理人の印鑑が必要です）

ふとん丸洗いサービス
を実施します！

問合せ 地域支援担当　☎6936-1153

対　象

費　用

申込み

申請期間

実施期間

利用枚数

要申込

認知症サポーターってご存知ですか？
　子どもたちが高齢者や認知症に対して理解を深め、
地域で高齢者や認知症の方、またその家族を温かく見守り応援して
くれるよう、今回「認知症キッズサポーター養成講座」を開催します。

7月31日(金) 13：00～14：30 (90分間)
城東区社会福祉協議会 在宅サービスセンター「ゆうゆう」
３階多目的室
[城東区中央2-11-16]（成育小学校が校区となります）
区内 小学校高学年
（但し受講申込み者で兄弟がいる場合は可とする）
なお、校区外の児童は、保護者の付添いをお願いします。

50名
城東区キャラバン・メイト連絡会 
・「高齢者」のこと、「認知症」のことを知ろう（DVD鑑賞など）
・「こんなときはどうしたらいいの？」をみんなで考えて
　みよう
・「オレンジリング」（認知症
  サポーターのあかし）の配布
・マスコット人形づくり　など
7月24日(金)までにお申し込みください。

問合せ・申込み

と　き

ところ

定　員

対　象

講　師

内　容

申　込

参加費
無 料

「キッズサポーター養成講座」
　を開催します！

地域支援担当　☎6936-1153

オレンジリング

マスコット人形

要申込

　今年度の赤い羽根共同募金運動で使用される記
念バッジのデザインが、決定いたしました。
　今年度の共同募金運動期間中に、共同募金に協
力いただいた方へのお礼として、また共同募金をPR
するためなどに近畿６府県内で広く活用されます。

共同募金

（バッジ実物の大きさは、
 直径約１８㎜）

掲　示　板

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。

ガソリン
スタンド

7月3日(金)11:00～12:00
就学前幼児と保護者
70組(当日先着順)定　員

と　き
対　象

たなばた飾り

9月2日(水)11:00～12:00
3ヶ月～おおむね1歳までの乳児と保護者
親子20組(申込み多数の場合抽選)
8月14日(金)～8月25日(火)
電話もしくは直接来館にて受付します

定　員

と　き
対　象

タッチセラピー(ベビーマッサージ)

7月28日(火)・8月25日(火)11:00～11:45
就学前幼児のおられる保護者
各回12名(申込多数の場合抽選)
7月分 7月7日(火)～7月19日(日)
8月分 8月4日(火)～8月18日(火)
電話もしくは直接来館にて受付します

定　員
申込み

申込み

受　付

受　付

と　き
対　象

お母さんのためのリフレッシュヨガ

子育てプラザでは、毎月第1木曜日に乳幼児向けに身長・
体重が測定できるようになりました。ぜひご活用ください。
7月2日(木)　8月6日(木)　9月3日(木)

講座・イベント案内

問合せ
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　  　　　6933-2880　　　今福西１-１-39 ☎ FAX ところ
利用時間

高齢者のための
らくらくスマートフォンの
使い方 教室

老人福祉センター 参加費
無 料

受 講 者 募 集
と　き
ところ

内　容

対　象
定　員
申込み

7月28日（火）　10：00～11：30
城東区老人福祉センター 大会議室
らくらくスマートフォンを使用した
操作体験教室です
市内在住の60歳以上の方
24名（先着順）
７月１日（水）～７月15日（水）

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


