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社会福祉法人  大阪市天王寺区社会福祉協議会NO.38

賛助会員募集 あなたとつくる　
福祉のまち

個人会員 １口（１,０００円）以上／年

法人会員 １口（１０,０００円）以上／年

　平成２３年１月～３月中に次の皆様から、善意のご寄付をいただきました。
ご意向にそって有効に活用させていただきます。

　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 みなさまの善意を
地域へつなぎます

　（社福）大阪府家内労働センター連合授産
場は、知的障がい者の方々が「社会へ地域
へ　新たな一歩をふみだそう！」を合言葉
に、自立に向けて仕事や社会参加に一生懸
命取り組んでおります。現在、月１回大江会
館で実施している「ふれあい喫茶」でお茶運
びのお手伝いや「愛あいふれあいまつり」、
「ボッチャ大会」にも参加し、さらには地域
の障がい者施設に呼びかけて利用者間の交

流も行っております。
　とりわけ、地域への
お礼も込めて施設周
辺や上汐公園の掃除も
しております。掃除を

していると、地域の方々から「ありがとう」と
声をかけられるのが何よりも嬉しいです。
　連合授産所では、天王寺区がこれまで以
上に障がい者に優しい街、住みよい街にな
るように懸命に取り組んでおりますので地
域の皆さんの応援をお願いします。
　併せて、通所中や掃除をしている利用者
の方々を見かけたら、声をかけていただき見
守っていただきますようお願いいたします。

　最近、お届けいただいた袋のなかに、ペットボトルの
キャップ以外のものや、よごれたままのキャップが含ま
れていることが多くなっています。事務局でできるか

ぎりの選別や水洗いをしていますが完全ではありません。
回収を進めておられる、NPO法人にも迷惑をかけるこ
とになりますので、お手数ですが、次のことにご注意
いただいてお届けいただきたいと思います。

　平成２０年１２月からエコキャップの回収にご協力を
いただいて２年６ケ月がたちました。
　平成２３年３月末現在で、累計個数１１１万５,５２０個、
累積ワクチン数にして１,３９４.４本分集まりました。（平
成２２年度分　６２万５,６００個、ワクチン数７８２本
分）この間、多くの方にご協力をいただき誠にありがとう
ございました。

連載コラム 　No.6

（順不同）

地域で活動されている方々のご紹介

●天王寺区ジュニアクラブ運営委員会

●西川  安子様
●紺田  滝男様

●地域活動支援センター  ゆめくらぶ
●社会福祉法人  四天王寺福祉事業団
　四天王寺夕陽丘保育園

ありがとうございました

●光岡　弘様
●天王寺区民
　合唱団様

この広報誌は、共同募金の配分金を活用して作成しています

平成２３度予算
●収入の部（経常活動収入）

①会費・寄附金収入
②交付金収入
③補助金収入
④助成金収入
⑤受託金収入
⑥事業収入

 ( 単位：千円 )

●支出の部（経常活動支出） ①法人運営事業
②助成事業
③区社協管理運営事業
④共同募金配分金事業
⑤地域福祉推進基金事業
⑥地域福祉活動推進事業
⑦善意銀行事業
⑧あんしんさぽーと事業

⑦共同募金配分金収入
⑧介護保険収入
⑨利子・手数料・雑収入
⑩経理区分間繰入金収入

合　計

⑨地域包括支援センター事業
⑩介護予防事業
⑪居宅介護支援事業
⑫老人福祉センター事業
⑬子育て活動支援事業
⑭その他事業

合　計

‥‥‥2,000
‥‥‥‥‥‥69,870
‥‥‥‥‥‥12,219
‥‥‥‥‥‥‥236
‥‥‥‥‥118,992

‥‥‥‥‥‥‥‥‥85

‥‥‥‥‥64,744
‥‥‥‥‥‥‥3,218

‥‥9,078
‥‥4,111
‥‥576
‥10,126

‥‥‥‥‥‥697
‥‥270

‥‥‥‥4,100
‥‥‥‥‥‥‥36,200

‥‥‥‥2,575
‥‥‥1,917

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥248,194

‥49,567
‥‥‥‥‥‥‥19,253
‥‥‥‥‥36,884
‥‥‥18,950
‥‥‥‥30,033

‥‥‥‥‥‥‥‥‥937

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥248,444

収入の部
区分別
割合

支出の部
区分別
割合

お願い
❶金属類（アルミ、鉄など）は
　入れないでください
❷シール（キャンペーン用など）は
　必ず剥がしてください
❸大きさは清涼飲料の蓋サイズか
　それ以下でお願いします
❹洗ったキャップは乾かしてください

区子ども・子育てプラザ（天王寺区味原町９‒１４）　☎・　６７６３‒３５２５
〔 ホームページ 〕http://www.osaka-kosodate.net/plaza/tennoji/

問

❶５月３１日（火）…「ボランティアの心得、活動について」
「手話体験」 -簡単な日常会話-

❷６月 ７日（火）…「視覚障がい者への手引き」
❸

※講座修了後、
　ボランティア登録を
　お願いします

時間…午後２時～３時３０分
場所…区在宅サービスセンターゆうあい
　　　３階「にこにこルーム」

６月１４日（火）…「車いす体験」 -室内・外出体験・交流会-

①～③
いずれも

外出ボランティア養成講座〈初級〉

定員…３０名

❶７月12日（火）…ごはんの炊き方、野菜の切り方、
みそ汁を作ろう

❷８月 ２日（火）…夏を元気にのりきるメニュー
（野菜カレーとひんやりデザート）

❸９月13日（火）…簡単ちらし寿司を作ってみよう
❹10月18日（火）…手打ちうどんを作ってみよう
❺11月 １日（火）…秋の味覚を満喫しよう

❻ 12月 ６日（火）…おせちに挑戦！
（簡単おせちとお雑煮作り）

❼１月24日（火）…自由献立

　　　　 時間…午前１０時３０分～午後１時３０分
　　　　 場所…区保健福祉センター分館
材料費…各回３５０円（当日徴収）　定員…２５名

①～⑦
いずれも

どのような症状があるのか、また
当事者との接し方等について学びます。

「精神障がい」
    について学ぶ

外出ボランティア養成講座〈初級〉 「精神障がい」
    について学ぶ

日時…７月１２日（火） 午後２時～３時３０分
場所…区在宅サービスセンター
　　　ゆうあい２階「多目的ルーム」
定員…３０名

問申 ☎６７７４‒３３７７　  ６７７４‒３３９９（総務課：藤原・土井）

ひと・まち・つながりひと・まち・つながり

エコキャップ回収にご協力をいただき、ありがとうございます

①0.81%

①26.06%
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③3.65%
④1.65%
⑤0.23%
⑥4.08%
⑦0.28%

⑧0.10%⑨19.95%⑩7.75%
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⑩0.77%
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⑦1.65%

⑤47.94%

⑥0.03%
②28.15%

③4.92%

⑧14.59%

④0.10%

５月は５月は５月は 児童福祉月間です児童福祉月間です児童福祉月間です

地域で育つ  地域の子ども
支援の輪が拡がっています

　大阪市では、「こどもの日」をはじめ、数多くの児童に関する行事が開催される
５月を児童福祉月間として位置づけて、家庭や地域・学校・行政などが一体となって
さまざまな啓発事業を行っています。

●利用時間… 平日／放課後～５時、土・日／午前９時３０分～午後５時
※月曜・祝日・年末年始はお休みです。

●プラザでは次のような行事を行います。

●乳幼児と保護者の方を対象としたお部屋もあります。

★詳しくは電話・ＦＡＸ・ホームページ等でご確認ください

チョコっとクッキング レッツ！ヒップホップダンス！ しゃぼんだまあそび など

図書室

読書、サッカーゲーム
野球盤、ドンジャラ、
ボードゲーム

軽運動室

ドッヂボール、卓球、
バスケットボール

など

近々、開催予定の講座です！ ただいま受講者募集中！ただいま受講者募集中！
あなたの余暇を活かしませんか！！

子ども・子育てプラザでは、
子どもたちが安全に健やかに育つよう、
のびのびと遊べる場所を提供しています。（小・中学生、高校生対象）

問申 地域活動担当
（担当：重信）

☎６７７４‒３３７７
６７７４‒３３９９

９月 ５日（月）～１０日（土）ふとん回収

９月１２日（月）～１７日（土）ふとん返却

実施
期間対象

掛ふとん・敷ふとん各１枚…２００円
毛布１枚…８０円

●区内在住の６５歳以上の方で
　以下の全ての項目に該当する方
①介護保険の認定を受けている方
②単身・高齢者世帯の方
③布団の清潔保持が困難な方

●障がいのある方のみの世帯等

※お一人様各１枚、計３枚までご利用いただけます。
利用料

５月２０日（金）～６月３０日（木）申込受付

★申し込みされた方へ…申込後、介護保険証や身体障害者手帳の確認等で担当者がご自宅を訪問いたします。　

協力：各地区社会福祉協議会
各連合振興町会

今年度より の実施となります。１回のみ１回のみ

ＦＡＸでのお申し込みの場合は
住所・氏名・電話をご記入ください。

７回連続

３回連続

団塊・シニア世代の
男性料理教室
団塊・シニア世代の
男性料理教室

手作りおもちゃくらぶ
「おもちゃのチャ・ちゃ・チャ」
牛乳パックや不用品等を利用して
手作りおもちゃを考案し、
高齢者・障がい者施設や行事等で
交流を図っています。

天王寺おはなし
「ぼちぼち」
「子どもに本との豊かな
出会いを」をテーマに
継続的な読み聞かせ活動を
しています。

ボランティアグループ
「どんぐり」
２歳から入園前の子どもたちと
一緒に時間を過ごし、時には
公園へお散歩などをして
交流を深めています。

図書ボランティア「にじ」
紙芝居等の読み聞かせと
ティーズニング（新聞を読み、
話し合う）を取り入れて
活動しています。

オレンジ・スター
スターバックスＨＯＯＰあべの店の
堀籠・長谷川両氏の指導を受け、
おいしいコーヒーを入れる
ボランティアグループを結成しました。
これからの活動に乞うご期待！

「天王寺区拡大写本」
ボランティアグループ
弱視の児童・生徒の視力に
合った教科書を拡大編集して
提供しています。

ボランティアグループ
「アネモス文庫」
視覚障がい児・者のための点訳本・
拡大写本・さわる絵本の作成とそれらの
本の無料貸し出しを行っています。

天王寺区健康づくり
推進協議会「夕陽の会」
区社会福祉協議会からの
ボランティア依頼に応じて、車いすや
歩行の介助等の活動をしています。

手話サークル天王寺
地域に根ざした手話活動と
区民センター２階にてサークル
活動をしています。

音訳ボランティアクラブ
新聞や書籍をはじめ、区の広報紙等の
記事を録音し、視覚障がい者の方へ
郵送しています。

ＮＰＯ法人 ソル・ライフ・ネット
引きこもりやニート状態等にある
若年者や高齢者へ、パソコンを通して
社会参加につながる支援や活動を
しています。

「愛の手づくり」
ボランティア
趣向を凝らした作品を
手づくりし、区内の施設等に
寄贈しています。

ふれあい通信
天王寺プレス
地域の活動や区役所、
区社会福祉協議会の行事・
イベントを取材して、
新聞を作っています。

かわら版クラブ
みんなでわいわい！
手書きを中心とした
ボランティア通信を
発行しています。

コーラス・フレンズ
幼稚園・保育所、地域の
高齢者の行事等に訪問し、
歌を通して日本の唱歌を
広める活動をしています。

音楽グループ「遊」
主に市内の老人福祉施設や
食事会・介護予防教室等で
その利用者と音楽を通して
交流をしています。

フラ・サークル 
レアレア〈Lea lea〉
高齢者・障がい者施設へ訪問し、
交流会やフラダンスの指導を
行っています。

園芸ボランティア
「花＆アミーゴ」
季節の花の植え替えや
野菜の栽培等をしています。

スイートバジル
依頼に応じてオカリナの
演奏をしています。

（社福）大阪府家内労働センター連合授産場
施設長　阪上文雄

（担当：小林）

「どんなのかな？」
｢何をしているの？｣

気になる講座やグループがあれば、
天王寺区ボランティアビューローまで

お気軽にお尋ねください。
☎６７７４‒３３７７☎６７７４‒３３７７☎６７７４‒３３７７

天王寺区ボランティアビューロー登録者／２２０名（平成２３年４月現在）

現在、天王寺区で活動している
ボランティアグループを紹介します！

精神保健福祉ボランティア
グループ「ふわぁっと」
当事者との交流の場として
「ミニサロン」を開催し、
勉強会や遠足・カラオケ大会等を
企画・実施しています。

６７７４‒３３９９６７７４‒３３９９６７７４‒３３９９

ふとん洗濯乾燥サービスふとん洗濯乾燥サービスのご案内


