アクションプラン通信
●共に助け 合 う
まちづく り
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障がいのある方の日常生活の改善や
災害時の不安解消に向け取り組んでいます！

ボッチャ大会
各地域で推進
しています！

以下の3 点に意見をまとめることができました。

地区高齢者食事サービスの
利用者とボランティアの皆
さん、そして知的障がい者通所施設の大阪府家内労
働センター連合授産場の利用者の皆さんの総勢１６
チームが参加

①相談窓口がはっきりと分かるシンプルな広報の必要性
相談窓口がはっきりと分かるシンプルな広報の必要性
②地域で障がいについての理解を深める勉強会の実施
地域で障がいについての理解を深める勉強会の実施

③障がいのある方、
そのご家族を支えるボランティアの育成
障がいのある方、
そのご家族を支えるボランティアの育成

真田山地域 ８/３㊎

続く８月４日の会議では、精神障がい分野の回答について

世代間交流で
ボッチャを楽しみました

ＮＰＯの職員の方や区役所の精神保健福祉士より話を伺い知

地 区単位老人クラブ、地 区
高齢者食事サービスの利用
者とボランティアの皆さん、食生活改善推進員協議
会、
子供会から総勢１６チームが参加

識を深めました。

その後の意見交換では、
「かかわり方を知りたい」
「どう対応

していいか分からないから知識が必要」
「ご家族への支援が必
る。当事者が参加しやすい地域交流の場があれば」などの意

やはり知的障がい分野と同じく上記①〜③について取り組む必要性を確認しました。

場所

●内容…童謡・唱歌やナツメロ歌謡曲の演奏に
各楽器の紹介、指揮者体験コーナー

連載コラム

無料

指揮していただく曲は
「高原列車は行く」です。

のお手伝いをされています。
お茶を運ぶのは緊張して大変とのことですが、
「楽

子ども虐待防止
オレンジリボン運動

しかった！ 是非続けたい！」と積極的な声が聞かれ、

子どもの虐待ホットライン

（児童虐待防止協会）

区保健福祉センター

（子育て支援室）

☎６９４３ ７０７６

24 時間
年中無休

☎６７６２ ００８８

平日 午前11時
〜午後５時

☎６７７４ ９８９４

平日 午前９時
〜午後５時３０分

★子どもの様々な相談（発育･子育ての不安･情報など）は…

大江地区の柳原委員長からは「地域のボランティ

アさん達が温かく接し見守っています。町で会うとお

２００４年９月、栃 木 県
小 山 市で 起きた虐 待
事 件 をきっか け に 始
まった
「オレンジリボン」
キャンペーン。
「オレンジリボン」
には、
虐待を受けたこどもが
幸福になれるようにと
いう願 い が 込 められ
ています。

互いに笑顔で挨拶を交わせるようになって 絆 の深
まりを感じています」と心温まるお話が聞けました。
「今度は授産場の仲間達と一緒に喫茶に行きた
い」との声があがる

●障がい当事者の語り・
日本ライトハウスより
盲導犬の紹介
●食育推進（食事は生活の基本です）
●歯の健康相談
●介護予防教室
（折り紙で小物作り）

たい」との返答があ

＜ニューネット／ふれあい塾＞

流が深まっていくこ
とでしょう！

物品

託

金銭

払出

１口
（１０,０００円）
以上／年

２号出口

クレオ大阪中央

天王寺郵便局
天王寺警察署

主催

天王寺愛あいふれあいまつり実行委員会

共催

大阪市天王寺区社会福祉協議会
大阪市天王寺区保健福祉センター・天王寺区役所

協賛

区内各種団体・官公署

問

★３回連続講座

無料

災害時でのボランティア活動の心得やポイント、災害時に設置される
ボランティア活動支援センターについて学んでいただきます。

１０月３０日（土）
災害に備えて

（取材：天王寺プレス 吉本）

みなさまの善意を ４月〜９月中に次の皆様から、善意のご寄付をいただきました。ご意向にそって
地域へつなぎます 有効に活用させていただきます。 ̶ ありがとうございました ̶

天王寺区民合唱団様
………５０，０００円
光岡 弘様
…………………５０，０００円
天王寺グラウンドゴルフ連盟様 …１０，０００円
熊野 憲治様
………………５０，０００円
熊野 哲雄様
………………５０，０００円
㈲イーネット様 ……………………５，０００円
匿名様
（１名・１団体）
より ………３６，０６３円

手話通訳
あり

社会福祉法人

社会福祉法人

災害ボランティア養成講座

第１回

り、今後もさらに交

預

法人会員

金銭

１口
（１,０００円）
以上／年

託

個人会員

預

地域に密着した福祉活動を推進していくために、
ぜひ社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、
賛助会員としてご協力をいただきますよう、
よろしくお願いいたします。

善意銀行

入場無料

至 谷町九丁目

大阪市天王寺区社会福祉協議会
大阪市天王寺区保健福祉センター

天王寺区
マスコットキャラクター

ももてんちゃん

☎6774-3377
☎6774-9943

区内各種団体 民生委員協議会、地域振興会、区政協力会、地区社会福祉協議会、地域ネットワーク委員会、地域女性団体協議会、人権啓発推進会、公衆衛生協会、社会福祉施設連絡会、身体障害者団体協議会、医師会、歯科医師会、
薬剤師会、
ＰＴＡ協議会、
学校園、
保育所、
青少年指導員連絡協議会、
子供会育成連合協議会、
母と子の共励会、
老人クラブ連合会、
食生活改善推進員協議会、
健康づくり推進協議会「夕陽の会」、
ジュニアクラブ運営委員会、
総合相談窓
口連絡会、
居宅介護支援事業者連絡会、
訪問介護事業者連絡会、
通所介護事業所連絡会、
訪問看護事業所連絡会、
家族介護者のつどい「和みの会」、
精神障害者支援の会「ＨＩ
Ｔ」、
視聴覚二重障害者福祉センター「すまいる」、
大阪府家
内労働センター連合授産場、
障害者支援施設「知恩寮」、
コミュニティ協会、
手話サークル天王寺、
喫茶パンジーの会、
精神保健ボランティアグループ ふわぁっと 、
ボランティアグループ おもちゃのチャちゃチャ 官公署 警察署、
消防署

（防災ワークショップ）
講師

賛助会員募集

地下鉄谷町線
天王寺
「四天王寺前夕陽ケ丘」
下車
区民センター ２号出口から北へ約１００m

至 天王寺

と、
「温かくお迎えし

区保 健 福祉センター 地域活動担当 ☎６７７４ ９９６８ ・ 子育て支援室 ☎６７７４ ９８９４

あなたとつくる
福祉のまち

会場

匿名様 2 名より
紙おむつ、
とろみクリア、
ポータブルトイレ
愛の手づくりボランティア様
フェルトバック人形 ………………………５１個
天王寺区ジュニアクラブ活動……１８，２５８円
（順不同）

申 問 ☎６７７４ ３３７７
（総務課：藤原・土井）

第２回

１１月６日（土）

ボランティア活動の
心得

阪神･淡路大震災記念

第３回

１１月１３日（土）

ボランティア活動
支援センターについて

人と防災未来センター

谷川

三郎 氏

（阪神･淡路大震災を経験され、
現在、
語り部として災害ボランティア活動中）

場所

天王寺区在宅サービスセンター

時間

いずれも 午後１時３０分〜３時３０分

対象

区内在住で、３回連続参加していただき、受講後、ボランティア登録可能な方

定員

先着３０名

ゆうあい３F「にこにこルーム」

子どもたちに福祉のこころを伝え、福祉へ

の関心を促すため、昨年度、大阪市社会福祉

協議会による「地域福祉学習教材」の企画公
募があり、天王寺区社会福祉協議会で子ど

も向けリーフレット「認知症って何だろう？」
を応募し、入選（市長賞）しました。

今回、フルカラーで子どもが興味を示しや

すいようにイラストをたくさん取り入れた内

容で、子ども自身が考えながら認知症を理解
できるリーフレットとして発行されました。

当区社会福祉協議会が実施する「子ども向

け認知症サポーター養成講座」をはじめ、福祉

申 問 地域活動担当：寺本・小林

主催／区社会福祉協議会

子ども向け

チャイルドレスキュー１１０番

障がいのある人との交流・

老人福祉センター

﹁認知症の説明
リーフレット﹂が
できました！

表情が明るくなりました。これらは、達成感・充実感
を実感できた結果でしょう」とのお話がありました。

24 時間
年中無休

（天王寺区生玉寺町７-５７）

指導員さんからは「家でも積極的にお手伝いができ、

★子どもの虐待に関する通報･相 談は…

☎０１２０ ０１ ７２８５

開場 午後1時

天王寺区民センター

階 健康体験ゾーン

大江地域で毎月第３月曜日に実施されている「ふ

1時 30分〜 3 時４５分
会 場

活動紹介パネル展示・
体験ゾーン

れあい喫茶」には、大阪府家内労働センター連合授

あなたの通報が子どもを救います！

（大阪府警察）

3

No.3

産場の利用者さんと指導員が一緒にお茶のお運び

午後

●バンド演奏 ●バトン演技
●みんなでハッスル歌体操
●みんなでコーラス
●作品展示・即売 ●プラバン
●キーホルダー作り
●おもちゃ作り
●バルーンアート
●ボランティア受付

地域で活動されている人や団体に
スポットをあて、ご紹介します。

指揮者体験コーナー １名
募集

１１月は児童虐 待 防 止 推 進月間です

児童虐待防止ホットライン

階 イベント・手作り体験ゾーン

階

10月 2３日 土

平成

2２年

●手作り介護用品展示
●ふれあいレク体験ブース
●安心安全カード（天王寺区版）
普及コーナーと防災グッズ展示
●活動紹介パネル展示
●大正琴体験 ●いけばな展示
●休憩ルーム

ひと・まち・つながり

申 問 天王寺区コミュニティ協会 ☎６７７１ ９９８１・ 天王寺区老人福祉センター ☎６７７１ ８６０６

（大阪市こども相談センター）

2

※天王寺区身体障害者団体協議会が中心となり、天王寺
区地域福祉アクションプラン推進委員会障がい班と連
携し各地域の取り組みを支援しています。

１０月２９日（金）午後２時〜（受付は午後１時３０分〜）
区民センター 1 階ホール

1

日 時

ホール

問 ☎６７７４-３３７７
（地域活動担当：大野）

い班として対応できることにはすぐに取り組んでいきたいと思います。

秋 の コン サ ート

さまざまな催しやブースが盛りだくさん！

四天王寺前夕陽ケ丘

皆さまからいただいた貴重なご意見に基づき検討を行い、自立支援協議会と連携しながら障が

http://www.yuuai.org/

地下鉄谷町線

身体障がい分野の回答についても同様に検討していく予定です。

天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内

会場には駐車場がありません︒また
駐輪スペースも限られていますので︑
バス・地下鉄をご利用ください︒

見が出ました。

〒５４３ ００７４ 大阪市天王寺区六万体町５番２６号

谷町筋

各地域でボッチャ大会を進めていくために、
ボッチャ審判員養成講座を開催し、
うち２名の
方が、真田山地域のボッチャ大会で審判員とし
て活動されました。
今後もボッチャをきっかけに、世代や障がい
の 有 無を超えて地 域 の 交 流 が 深まることを
願っています。

要」
「日頃から付き合いがあれば災害時も助けることができ

社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会

ホームページアドレス

﹁天王寺愛あいふれあいまつり﹂は︑
天王寺区地域福祉アクションプランにもとづき
地域でのふれあい︑支えあい︑たすけあいによる
福祉のまちづくりを推進します︒

グループワーク
による意見交換

話し合いをし、まず、精神障がいについて、精神障害者支援

発行

ＴＥＬ.０６ ６７７４ ３３７７
ＦＡＸ.０６ ６７７４ ３３９９

絶えず歓声と笑い声に包まれながら白熱したゲームが繰り広げられました

地域と障がい者施設の
交流を深めました

あて意見交換をし、問題解決の方法や災害時の支援等、実現可能な解決策の一部として、

日時

36

NO.

「ボッチャ」は、世代・
障がいの有無に関わら
ず参加できるペタンク
とカーリングを併せた
ような簡単で楽しいス
ポーツです。

大江地域 ７/２３㊎

前号にも掲載しました通り、６月２日の会議では、知的障がい分野の回答に焦点を

ウィークデイ
アンサンブルによる

２０１０年( 平成２２年 )１０月

vol.17

障がいのある方が生活していく上で困っておられることや災害時における心配
ごとなどについてアンケートを行い、２３０名の方から回答をいただきました。

今 年も
開 催！

天王寺区社会福祉協議会だより

☎６７７４ ３３７７

共催／区ボランティアビューロー

※この事業は大阪府共同募金の
「安心・安全なまちづくり支援配分金」
を
活用して実施しています。

教育の一環として区内の小学生に活用してい

ただけるよう取り組んでいきたいと思います。

