
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）

「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

参加費
無 料

　城東区社会福祉協議会では、
「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」の視点から障
がいや高齢だけをテーマにするのではなく、学校や地域のさま
ざまな場面に目をむけながら、自分自身も地域の大切な一員と
して、人権や命の大切さについても考え、学ぶ福祉教育を目指し
ています。

？福 祉 教 育って
ふだんの くらしをしあわせに

　学校や地域ですすめられる
福祉教育に対して、プログラ
ムの企画段階からの相談に応
じています。

たとえば

　地域の社会資源や人材をつ
なぐとともに、さまざまなプロ
グラムを提案します。

たとえば

その他さまざまなプログラムを
提案します。ぜひ地域や企業の
学習会・研修などにご活用ください

●車いす体験
●視覚障害体験
●当事者講話のコーディネート
●認知症ってなぁに！
●ボランティアってなぁに！

プログラム案

雨天ながら多くの方にご参加いただきました

日々の暮らしに行き詰まってきたと感じたら…
生活自立支援相談窓口「ウィズゆうゆう」
にご相談ください♪

日々の暮らしに行き詰まってきたと感じたら…
生活自立支援相談窓口「ウィズゆうゆう」
にご相談ください♪

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。

　不登校やひきこもりは、もはや特別
なことではなく、どこの家庭でもおこり
得る出来事となっています。

　　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  

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

2015年4月
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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
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　城東区には、それぞれの地域における福祉活動をサポートする「地域福祉支援員」
さんがいます。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

⑤支援員さんからみたわが地域
昔ながらの「隣組」、ご近所のつながりが残って
いる地域です。私も生まれ育った町。大好きで
す。
⑥今、一番力をいれていること
会館に来られた方を笑顔で迎えること。地域行
事を通しての見守り活動。
⑦今後の抱負
ひとりでも多くの方に、「ええ地域やなぁ」と思っ
ていただけるよう、これからもお手伝いができ
ればいいなと思います。
⑧城東区の皆様に一言！！
会館（憩いの家）は商店街の一角にあり、隣が幼
稚園で子供たちの声が聞こえてにぎやかです。
ぜひ立ち寄ってください！

それいけ支援員さん ～第3回～

関目東地区

伊藤 富美子さん

①星座・血液型
みずがめ座・Ｏ型

②趣味　編み物
③マイブーム
自家製ヨーグルトをつくっています。　
（10年くらい）
④支援員さんになったきっかけ
地域の役員さんに紹介されました。

⑤支援員さんからみたわが地域
ふれあい喫茶・食事サービス・世代間交流・百歳
体操など地域での活動が充実しています。
⑥今、一番力をいれていること
住民が安心して生活できる地域を目標に、行事
を通じて、声かけ安否確認を行い、常に笑顔で
接することを心がけています。
⑦今後の抱負
少子高齢化の中、皆さま方に住んでよかったと
感じていただけるように、お手伝いができれば
と思っております。
⑧城東区の皆様に一言！！
お気軽に憩の家に話しに来てください！
（車椅子も無料で貸し出ししています。）

城東地区

篠原 京子さん
①星座・血液型
　おとめ座・Ｂ型
②趣味

映画やお芝居を観ること。　　　　　
（ジャニーズにも行きます！）
③マイブーム
バターとメイプルシロップをかけたトー
スト。
④支援員さんになったきっかけ
地域でボランティアをしていたところ当時
の役員さんに声をかけていただきました。

　高齢者虐待が起きる原因として、高齢者と養護者（高齢者を現に養護する家族や親族など）との人間関係などが
背景にあり、過去の関係の悪さ、介護疲れや認知症による言動の混乱、経済的困窮などが複雑に絡み合って起こり
ます。どこにでも、誰にでも起きる可能性があります。あなたの気づきが早期対応につながります。
　熱心な介護者を加害者にしないためにも、介護者を孤立させることなく周りから温かく支えることが大切です。

　城東区社会福祉協議会では、大阪市より、平成27年度に実施する認知症初期集中支援推進事業を受託し、認知症になっても本人の意思が尊重され、で
きる限り住み慣れた地域で暮らし続けるために、認知症の人や家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム(医療・介護・福祉専門職と専門医で構成
するチーム)」を地域包括支援センター内に設置し、認知症の早期診断・早期対応に向けた取り組みを行います。
　詳細については後日、改めてご案内いたします。

■ 高齢者虐待とは？
【身体的虐待】  
平手打ち、殴る、蹴る、つねる、やけど、打撲させるなど
【心理的虐待】  
怒鳴る、悪口を言う、無視する、恥をかかせるなど
【経済的虐待】  
日常的に金銭を渡さない、使わせない、年金などを本人の
意思に反して使用するなど
【介護・世話の放棄・放任】  
食事・水分を十分に与えない、冷暖房を使わせないなど
【性的虐待】  
排泄の失敗に対し下半身裸で放置するなど

高齢者虐待のサイン チェック欄　　※ご自分でチェックしてみましょう高齢者虐待のサイン チェック欄　　※ご自分でチェックしてみましょう

高齢者の様子

□不自然なアザや、やけどのあとがある。

□汚れたり破れた衣類を着ていたり、異臭がする。

□天気が悪いのに、長時間家の外で過ごしている。

□デイサービスなどを利用したとき「帰りたくない」と言う。

□必要と思われる診療や介護サービスを受けていない。

□年金や財産収入等があるのに、お金が無いと訴える。

家族や家庭の様子

□世話や介護に拒否的な発言がある。

□近所付き合いがなく、高齢者に会わせない。

□介護疲れや病気など、つらい様子がうかがえる。

□家の中から怒鳴り声や悲鳴がよく聞こえてくる。

□部屋の中に衣類や食べ残しが散乱していて、非衛生的。

□高齢者の部屋に外から鍵がかけられている。

○城東区保健福祉センター
○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）

城東憩の家　　鴫野東3-13-7　　☎ 6968-0294

関目東憩の家　　関目2-18-28　　☎ 6939-1089

○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）

☎ 6930-9857

☎ 6936-1133

☎ 6964-0808

☎ 6963-6700

☎ 6786-2255

 高齢者の虐待のサインに気づいたら

城東区保健福祉センターまたは
地域包括支援センターまで
相談しましょう。

☎ 6936-1133VOL.1地域の活動を紹介します
鴫 野
し ぎ の

森 之 宮
も り の み や

今 福
い ま ふ く

東 中 浜
ひがしなかはま

　鴫野地域では、「顔と顔の見えるまちづくり しぎの」を合言葉に、小学生
の登下校時に地域のボランティアさんが見守り活動を行っています。児童
一人一人がその活動に感謝の気持ちを込めて、おもいやりをテーマにし
た標語を作成しました。これらの標語には、「地域の人に見てもらいたい」
「いつも会っている人にみてもらいたい」といった思いがこめられていま
す。つくられた標語は地域の会館やスーパーに掲示し、紹介されています。

　東中浜地域では、2月28日にアクションプラン活動の一環として、つつ
みクリニックの堤先生をお招きして発達障害に関する講演会が開催され
ました。100名を超える参加者が、さまざまな精神疾患に関する内容につ
いて熱心に聞き入っており、「より詳しい内容が聞けてよかった」といった
声が聞かれました。

地域情報

みんなで防ごう高齢者虐待

　森之宮地域では、３月１日に防災訓練が行われました。あいにくの雨の
中でしたが、消火器やＡＥＤの使い方の紹介や、骨折や心肺停止といった
症状を伴った方の避難を想定した搬送訓練も行われました。
　また森之宮病院のスタッフからも参加があり、地域と医療が一体となっ
た訓練となりました。

　今福地域では、2月28日にアクションプラン活動の一環として、蒲生中
学校吉信勝之校長・そうぞうの杜荒川輝夫理事長による講演会が行われ
ました。
　吉信校長からは日本経済の数値を用いながら地域福祉の必要性につい
て、また荒川理事長からは障がい者支援について自法人の活動も紹介しな
がら、地域住民の方にわかりやすく話が展開されました。

ボランティアビューロー

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

ボランティアビューローってどういうところ？
ボランティアをする人も、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。

♥ボランティアしたい人をお手伝い
●いろいろな種類の活動内容の紹介
●グループ、団体、個人、施設など活動先の紹介

ご 紹 介 

●ボランティアに関する相談や情報の収集・提供
相談・情報提供

♥ボランティアの輪を広げる
●ボランティア活動を地域に広めていくための
　啓発、広報を行います。

ボランティア活動の啓発・広報 

●ボランティアグループ間の交流や関係機関との
　連携を図りネットワークを広げていきます。

ネットワークづくり

♥ボランティアをしている人を応援
●活動を始めたい人向け、活動者向け等のそれぞれ
　のレベルにあわせた講座・研修会を開催します。

講座・研修の開催 

●ボランティア活動者が集う交流会を開催します。
イベント・交流会

●活動中の万一の事故・ケガに備えるための「ボランティア活動保険」の
　加入受付・手続きを行います。

ボランティア保険の加入受付

●外部研修、助成金や表彰などボランティア活動に
　関する情報を提供します。

情報提供

活動風景

活動風景

講座風景

特技を活かして

問合せ　　　　 ☎ 6936-1153

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!

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

…… ……親子でリトミック

4月14日・21日・28日 (全3回) １１：００～１１：４５
1歳6か月以上の幼児と保護者
親子20組　　　　 4月1日～4月9日(申込み多数の場合、抽選)

対　象

と　き

定　員 受　付

　デイサービスセンター「ゆうゆう」は介護保険のサービスとして、要介護認
定・要支援認定を受けておられる人に、通所により入浴・レクリエーション・
食事などのサービスを提供し、外出することにより人との触れ合い、社会的
孤独感の解消および、心身機能の維持を図ることを目的としています。ま
た、介護されているご家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることも目的の
ひとつとしています。
ご利用日

利用時間

食 事 代

月曜日～土曜日
（日曜日、祝日、年末年始はお休みです） 
午前９時～午後５時 
５５０円（１日）

デイサービスセンター
「ゆうゆう」利用者募集！

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。

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

随時、見学や
体験利用できます。
お気軽にご連絡
ください。

認知症初期集中支援推進事業の受託について
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問合せ　城東区社会福祉協議会ゆうゆう　地域支援担当  ☎ 6936-11５３

善  意  銀  行

善意銀行払出事業  申請受付中

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26年11月1日から平成27年2月28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）

《物品》 2件
●白ゆりグループ　　雑巾　　　●匿名　　雑巾

　城東区の福祉の推進を目指している団体、ボランティアグループを対象に
より充実した活動ができるよう払出しをします。

　皆様の善意で寄せられた共同募金は、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より城東区社会福祉協議会にも
配分され、当区社協の地域福祉活動推進事業や広報紙の発行、校下社会福祉協
議会・各種団体への助成金など、様々な地域福祉活動に活用されています。
　平成26年10月から12月に実施された共同募金運動により、当区社協への配分
金が次のとおり決まりました。

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）

配分金等の詳細につきましては、中央募金会ホームページ「はねっと」
（http://www.akaihane.or.jp/hanett）にてご覧いただけます。

　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。

申請期間

審　査
４月１日（水）～４月３０日（木）
善意銀行運営委員会で審査及び選考を行います。

問合せ ゆうゆう内 地域支援担当  ☎ 6936-1153  FAX 6936-1154

　春は出会いと別れの季節、一期一会と思い大切にしたいものです。総務省の
「社会生活基本調査」によると、自由時間活動における交際・付き合いの時間が全
体的に減少傾向で、特に15～24歳で大幅に減少しているそうです。SNS（ソーシ
ャル・ネットワーキング・サービス）で繋がりを感じて満足しているのでしょうか、
実際に人と会っている時間は減っているのですね。社会福祉協議会
は顔の見える関係、ぬくもりを分かち合う地域づくりを目指して、今
年度も取り組んで参ります。（井）

編 集 後 記

地域配分金　　　 12,464,818円
その他 特別配分　  1,132,274円

共同募金 ご協力ありがとうございました。 平成27年

「福祉
ボランティア
活動応援
資金」

※団体助成

対象・内容 助成金額対　象 助成内容・活動内容

・城東区内で福祉ボ
ランティア活動を
おこなっているグ
ループ
・５人以上で構成さ
れていること
・法人格の有無は問
わない

継続的に福祉ボランティア活
動を促進するために必要な
グループの活動費・運営費

＊広報・啓発活動
＊ボランティア養成・研修活動
＊ボランティア活動に必要な　
　資機材・資料の購入　　など

４万円以内

＊助成は３年
連続して受
けることが
可能です

城東区内で福祉活
動を行っている法人
（社会福祉法人・NPO
法人）または団体

平成２７年度中に実施される
事業で、先駆性・開拓性・発
展性のある事業

＊高齢者支援のネットワークづくり
＊子ども、障がい者とふれあい
イベント
＊その他

１件３０万円
以内

＊１団体１事業
に限る

「城東
福祉活動
助成金」

※事業助成

申請用紙交付・申請窓口▶ ゆうゆう内　地域支援担当

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。

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 平成27年４月１日～７月31日

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8cm横6cm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。

城東区社会福祉協議会ゆうゆう　
地域支援担当　☎ 6936-1153
HPアドレス  http://joto.kusyakyou.or.jp

問合せ

問合せ 城東区社会福祉協議会　☎ 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。

●磯辺　　剛士　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000円
●大阪東部ヤクルト販売株式会社　　　　　　　　　30,000円
●大阪城東ほんわかネットワーク
　　　　　　　　　明るい社会づくり運動　　　　 105,000円
●真如苑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 200,000円
●区民チャリティーコンペ（城東区体育厚生協会）　　 20,000円
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