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東日本大震災支援活動報告
天王寺区老人福祉センター

繪本

幸孝

派遣期間：4 月１５日（金）〜２２日（金）
派遣先：仙台市若林区 若林区災害ボランティアセンター

●被害の大きかった若林区の沿岸地域を視察しました。公

天王寺区社会福祉協議会

瀬戸

英子

派遣期間：5 月２１日（土）〜 2８日（土）
派遣先：気仙沼市 災害ボランティアセンター

津波による被害の大きさをうかがい知ることができます。

●ボランティアは当日登録して、毎日１００人前後が

（写真❶）

●このような被害状況の中、主に学校に開設された避難所

運営のお手伝いと津波被害を受けた地域の中で一般の立

ち入りが許可された住宅の泥かき

❷
●

などの清掃活動を柱に若林区災害

ボランティアセンターが 3 月１６日

に開設されていました。
（写真❷）

●災害ボランティアセンターは地
元の社会福祉協議会職員の他、青

年海外協力隊、地元民間企業の方々、全国から応援にやっ

てきた社会福祉協議会職員により運営されています。

●今後、時間をかけ復興に向けて活動していく被災地で出

逢った人たちを見守っていくとともに大阪からも支援を行
いたいと思います。

日時

活動しています。泥かきや瓦礫の撤去などの依頼
が多いが、徐々に災害支援から生活支援、地域支
援へと移行してきているように感じました。

●気仙沼市の鹿折地区、幸町、南郷地域を視察し

ました。鹿 折 地 区

❸
●

では船 が 陸に乗り
上げたままの状態

で瓦礫が山積みに

中が散乱しており、

片付けがまだまだこれからの状態でした。
（写真❸）

●避難所によって住民状況に差があり、ニーズの
調査や掘り起こしが必要だと感じました。

東日本大震災救援のための街頭募金活動を行いました
3 月２４日と２５日に、上本町６丁目交差点（近鉄百貨店上本町店沿い）で、天王寺

本大震災救援のための街頭募金を呼びかけました。

募金総額（６月末現在）

１１５万５,５９２円

一刻も早い被災地の復興を願うとともに、ご協力いただきましたみなさまに心より感謝申しあげます

心のこもったあたたかい気持ちを大切に

共同募金へのご協力ありがとうございました

な財源です。この募金は大阪府共同募金会より当区社会福祉協議会にも配分され、高
齢者食事サービス事業、おとしよりお祝い会、１００歳訪問、障がいのある方への支援、

合計……………２,８７２,０５９円

地区社会福祉協議会への助成など、様々な事業に活用されています。
平成２２年度に実施されました共同募金により本会への配分金が決定
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午前１０時３０分〜午後３時３０分

場所

天王寺区民センター
１･２階

１階
●人形劇
●ハワイアンコンサート など

●パソコンコーナー
●スクラップブッキング＆
スイーツデコ＆デコ石けん
●折り紙体験
●手づくりおもちゃ など

共催… 天王寺区民センター
天王寺区子ども・子育てプラザ
天王寺区老人福祉センター

No.7

連載コラム

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。

取りと笹刈りを始めました。一見美しい街並み
や公園も足元を見ればゴミや雑草、樹木が生

い茂り、けっして美しいばかりではありません。

( 単位：千円 )

②経常経費交付金収入 ‥‥‥‥69,749

⑩施設整備等収入 ‥‥‥‥‥484

④受託金収入‥‥‥‥‥‥‥‥112,976

⑪財務活動等収入‥‥‥‥‥‥‥0

⑤共同募金配分金収入‥‥‥‥‥3,014

⑫前期繰越金 ‥‥‥‥‥‥8,280

⑦事業費・利用料・手数料収入 ‥‥189

ワーク協会」に所属し大阪府内をはじめ、奈良

⑨経理区分間繰入金収入‥‥1,505

③経常経費補助金・助成金収入‥16,853

⑥介護保険収入 ‥‥‥‥‥‥‥33,974

私は１０数年来「NPO 法人 樹木・環境ネット

⑧利子・雑収入 ‥‥‥‥‥‥3,464

合

県、和歌山県において里山や森林の保全活動、
そして環境保全の啓蒙活動を行なっておりま
すが、環境保全活動の場は山だけでなく、町

の中にもたくさんあるということがわかりまし

た。それがきっかけでこの活動を始めました。

計 ‥‥‥‥‥‥‥‥252,881

①法人運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥65,122

⑪居宅介護支援事業 ‥‥‥32,324

②助成事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3,300

⑫老人福祉センター事業 ‥19,056

③区社協管理運営事業 ‥‥‥‥8,620

⑬子育て活動支援事業 ‥‥29,795

④共同募金配分金事業 ‥‥‥‥‥3,027

⑭その他事業 ‥‥‥‥‥‥1,079

⑤地域福祉推進基金事業 ‥‥‥‥786

⑮施設整備等支出 ‥‥‥‥‥590

⑥地域福祉活動推進事業 ‥‥‥13,845

⑯財務活動等支出

⑦善意銀行事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥310

⑰次期繰越金 ‥‥‥‥‥‥11,576

今年になって協力していただける人を求めて

大阪市ボランティア情報センターへ相談に行

きましたところ、天王寺区社会福祉協議会（ボ
ランティアコーディネーター小林邦子氏）を紹

介いただきました。早速２名の方をご紹介い

ただき、４月より一緒に活動しています（月に
１、２回程度）
。同じ思いを持つ老若男女の皆

様、
「ビューティフル天王寺区」を目指して一緒
にいい汗をかきませんか。

⑧あんしんさぽーと事業 ‥‥‥‥181
⑨地域包括支援センター事業 ‥45,857

合

ご参加をお待ちしております。 （大川 英）

計 ‥‥‥‥‥‥‥‥252,881

⑩介護予防事業 ‥‥‥‥‥‥‥17,106

あなたとつくる福祉のまち

賛 助 会 員 募 集

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。

個人会員

１口（１,０００円）以上／年

法人会員

１口（１０,０００円）以上／年

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

パート

平成２３年

「笑い」
から健康を！
！

日時

講師

大阪大学大学院

申 問

☎６７７４ ３３７７
６７７４ ３３９９

（総務課：藤原、土井）

准教授

（開場：午後１時３０分〜）
場所

西村

大平 哲也 さん

亜希子 さん

定員

〈プロフィール〉
京都薬科大学卒業の薬剤師かつ
神戸大学大学院で音楽療法の研究を行う。
現在、音楽療法に関する研究を
大平先生と一緒に進めてられています。

天王寺
区民センター

400 名

先着順（申込不要）

入場無料

問 天王寺区社会福祉協議会（☎６７７４ ３３７７
主催：天王寺区社会福祉協議会

天王寺区民センター
１階ホール

（天王寺区生玉寺町7 57）

〈プロフィール〉
大阪大学大学院医学系研究科、公衆衛生学准教授
専門は公衆衛生学、疫学、健康科学、予防科学、
内科学、心身医学。
ＮＰＯ法人上方演芸研進社
mydo
（まいど）
のメンバーとして、
笑いと健康に関する普及活動を行っている。

ピアノ

７月２６日 火

午後２時〜３時３０分

昨年、認知症予防についての講演をしていただき、大好評だった
大平先生を再度お迎えし、今年度は〝音楽〟と〝お話〟をミックスした
講演をしていただきます。ぜひ、ご参加ください。

６７７４ ３３９９）

共催：天王寺区高齢者の生きがいと健康づくり総合推進会議

参画：地域ネットワーク委員会

天王寺区

おとしよりお祝い会・
老人クラブ大会
区内にお住まいの高齢者の方を

日時

対象に開催いたします。

場所

お楽しみ抽選会もありますので、
ご近所お誘い合わせのうえ、
是非ご参加ください。

ただ、一人の労力ではたかが知れております。

‥‥‥‥307

Ⅱ

地 域 福 祉 講 演 会

〜歌って♪笑って！認 知 症 予 防 〜

階

り街路樹の保全と公園樹の保全を兼ねて、草

今後も共同募金へみなさまのご協力をよろしくお願いします

①会費・寄付金収入 ‥‥‥‥‥‥2,393

⑩0 2%
⑫3 3%

音声での情報提供もしています

「ビューティフル天王寺区」を目指して昨年よ

されました。ご協力ありがとうございました。

平成２２年度決算
●収入の部

http://www.yuuai.org/

ひと・まち・つながり

みなさまの善意で寄せられた募金は、社会福祉を目的とする事業や活動を支える貴重

地域配分金……２,４７６,７４０円
その他特別配分…３９５,３１９円

〒５４３ ００７４ 大阪市天王寺区六万体町５番２６号
天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内

ホームページアドレス

ぜひご参加
ください。

ター連合授産場の職員のみなさん、天王寺区社会福祉協議会の職員により、東日

社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会

ＴＥＬ.０６ ６７７４ ３３７７
ＦＡＸ.０６ ６７７４ ３３９９

乳幼児から小学生、
お年寄りまで楽しめる
イベントがもりだくさん！

区ボランティアビューローの登録ボランティアのみなさん、大阪府家内労働セン

なりました。募金は、中央共同募金会を通じて被災地に届けさせていただきます。

発行

７月３０日（土）

2

南郷地域では家の

当日は、子どもから高齢の方まで多くの方々に募金をしていただきました。

NO.

申込不要

なっており、幸 町、

おかげさまでこの２日間で皆様からいただいた募金の総額は、
１7 万９,３４８円と

39

２０１１年 ( 平成２３年 )７月

部材料費要）

入 場 無 料（一

道には重機が投入され緊急車両のみ通行できる状況で、道

路脇にはたくさんの瓦礫などが山積みになっていて地震と

天王寺区社会福祉協議会だより

金 婚を
迎えられる
ご夫妻へ
●対

９月２８日（水）午後１時３０分〜４時（予定）
天王寺区民センター １階ホール

内 容 ●第１部／お祝いの式典

●第２部／アトラクション

★金婚ご夫妻記念写真撮影 無 料 （希望者のみ）
主催… 区社会福祉協議会・区老人クラブ連合会

！
育 て！
がんばれ子
し ま す！
みんなで応 援
日時

８月２４日 水

午前９時３０分〜正午

金婚をお迎えのご夫妻にお祝いの品をお贈りし
ます。該当される方はハガキで、申込事項を記入
のうえ、下記送付先までお申し込みください。

場所

内容

●申込事項… ご夫妻の氏名（ふりがな）、郵便番号、住所、電話番号、
ご結婚年月日
♦ お名前は楷書で正確に、また必ず ふりがな もお願いします。
※このお申し込み内容については、
「おとしよりお祝い会」
と各地域で
実施される敬老月間のお祝い行事以外には使用いたしません。

申込み

７/３０
（土）
まで

●ハガキの送付先…〒５４３ ００７４ 天王寺区六万体町５ ２６ 天王寺区社会福祉協議会
問 区社会福祉協議会
（担当：土井・益田） ☎６７７４ ３３７７

天王寺スポーツセンター
子育て
２階体育館

対象…区内の就学前児童と保護者、
マタニティママ

象… 昭和３６年１月１日〜同年１２月３１日までにご結婚され、
現在区内にお住まいのご夫妻。

６７７４ ３３９９

児童虐待
防止

支援推進

★たのしい遊具 ★お絵かき
★親子わくわくリズム体操 など

入場
無料

★子育ての悩みや心配ごとの専門相談も
できます。
（相談中に一時保育あり）
問 子育て愛あいフェスティバル実行委員会 事務局

区保健福祉センター ☎6774 - 9894
区 社 会 福 祉 協 議 会 ☎6774 - 3377

6772 - 4906
6774 - 3399

