
高 齢 者
虐 待

高齢者虐待と
は…

高齢者虐待の
サイン

介護者の
介護疲れ・ストレス

から…

高齢者と介護者の
人間関係から…

介護者の
心身状態の
悪化から…

経済的困窮や
金銭的なトラブル
などから…

認知症による
混乱した言動を
理解できず…

開催
報告

認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方や金銭管理に不安のある
ひとり暮らしなどの高齢の方が、安心して生活を送れるよう暮らしをサポートします。
本人との契約に基づき  ★福祉サービス等の利用援助   ★金銭の管理・預かりサービス  などを行います。

①１１月３０日（水）  ②１２月６日（火）いずれも午後2時～3時
区在宅サービスセンター　ゆうあい３階 「にこにこルーム」

内容…「認知症を理解する」ＤＶＤ上映ほか
定員…各２０名 （①、②のいずれかの希望日時をお電話にて先着順） ※毎月1回定期開催しています。

☎６７７４‒３３７７　  ６７７４‒３３９９（地域生活支援ワーカー：黒崎・加藤・中科）

日時
場所

問申

　認知症は脳の病気によるもので、誰にでも起こりうるものです。早期発見・早期治療が
大切です。また、日々の努力で予防する事もできます。
　認知症を正しく理解して、認知症の方の心に寄り添い、温かく見守る応援者となって、
誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、養成講座にご参加ください。

※この事業は、大阪市の
委託事業として各区社
会福祉協議会に相談員
が配置されています。

※利用料金は、一部の方
を除き有料です。

１回参加の講座です
ご都合のよい日に
ご参加ください

◉高齢者虐待・養護者の支援に関する相談窓口 －秘密は厳守します－

天王寺区保健福祉センター

天王寺区地域包括支援センター（ゆうあい内）

月～金/午前９時～午後５時３０分

月～金/午前９時～午後７時　土/午前９時～午後５時

☎６７７４‒９８５７
（　 　　　　　　　）

☎６７７４‒３３８６

６７７２‒４９０６

６７７４‒３３９９

※土・日・祝日・年末年始を除く

※日・祝日・
　年末年始を除く

大阪市社会福祉研修・情報センター   高齢者電話相談
電話相談は２４時間３６５日休まず受け付けています ☎４３９２‒８１８１

●不自然なアザや、やけどのあとが見られる
●汚れたり破れた衣服を着ていたり、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

●家の中から怒鳴り声や悲鳴がよく聞こえてくる
●デイサービスなどを利用したとき「帰りたくない」などの発言が
頻繁にある
●必要と思われる診察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にもかかわらず、お金がないと訴える

●世話や介護に否定的な発言がある
●高齢者に会わせない。近所付き合いがない
●介護疲れや病気などつらい様子がうかがえる
●部屋の中に衣類や食べ残しが散乱していて非衛生的である
●高齢者の部屋に外から鍵がかけられている

　認知症や知的障がい、精神障が
いなどによって判断能力が十分で
ない方々について、本人に代わっ
て法的に代理や同意、取消をする
権限が与えられた成年後見人等が
行うことによって本人を保護し、権
利を守られるようにする制度です。

高齢者の
様子

家族や
家庭の様子

あなたの身近なところで起きているかも…。
あなたの気づきが早期発見につながります。
高齢者やその家族・介護者が孤立しないよう、
日ごろからのご近所や地域での声かけや見守り、そして早めの相談が大切です。
虐待かどうかというよりも、不適切な介護や暴力、年金を使わせないなど
「おかしいな？」と気になる場合は、早めに高齢者や家族に相談を勧めたり、
代わりに相談窓口へ連絡をお願いします。（秘密は厳守します）

　「天王寺区ロバの会」は、認知症の方やその家族を支えること
を目的に結成されました。認知症サポーター養成講座修了者の
方が、「認知症サポーターフォローアップ講座」を受けた後に会
員となり、その後も認知症の研修や交流会に参加しています。
　平成２３年１月から、「認知症対応型デイサービス」や地域の
「ふれあい喫茶」で話し相手などの活動をしています。

　家族を介護されている方々が気軽に話し合い情報
交換できる場です。施設見学、介護保険の勉強会、
大阪市リフレッシュ事業に参加しています。

　９月５日（月）から第８期すこやかシニア教室（全７回）を
実施しています。介護予防事業を終了した方や一般高齢者
の体力の維持向上と健康増進のため、ダンベル体操や認知
症予防に関する講座を実施しています。

（介護予防担当：清水・賀川）

天王寺区 家族介護者の集い

和みの会和みの会和みの会 のご案内

　８月２７日（土）に、区子ども・子育
てプラザで子ども向け認知症サポー
ター養成講座を開催し、夏休み中の
小・中学生１３名が参加しました。
　この講座は、当社会福祉協議会が独自で
作成した「認知症ってなんだろう？」というテキストを活用し、ＤＶＤや寸
劇を交えてクイズ形式で行われました。
　参加した子どもたちは、認知症が病気
であることを理解し、どんな対応をした
らいいのか、豊かな発想力で活発に発
言しました。
　天王寺区社協では、こうした福祉教育
を通じて、人とのつながりの大切さを伝
え、誰もが住みよいまちづくりを目指し
ていきます。

～認知症の方とその家族を支えましょう～
「天王寺区ロバの会」「天王寺区ロバの会」

年間３クール
開催予定 ★次回は平成２４年１月２３日から実施します。

すこやかシニア教室を実施しています

☎６７７４‒３３７７　 ６７７４‒３３９９

毎月第２水曜日  午後１時３０分～３時
区在宅サービスセンターゆうあい２階  「多目的ルーム」

日時
場所

問 （地域生活支援ワーカー：黒崎・加藤・中科）

定例会

すこやかシニア教室を実施しています

金 銭 管 理や各 種 手 続きのお手伝いをします！

権利や財産を守ります！

知ってください
！

成年後見制度
の活用

身体的虐待

心理的虐待

性的虐待

経済的虐待

介護・世話の
放棄・放任

●怒鳴る、悪口を言う  
●排泄の失敗などを嘲笑したり、人前で話して恥をかかせる  
●高齢者が話しかけているのに意図的に無視する など

●日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない　
●年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する など

●排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する　
●性器への接触、セックスを強要する など

●食事や水分を与えない　●おむつを交換しない　
●病気の兆候があるにもかかわらず診察を受けさせない　
●冷暖房などの適切な環境をつくらない など

●平手打ちをする、つねる、
　殴る、蹴る　
●無理やり食事を口に入れる　
●やけど・打撲させる　
●日常的にベッドに縛る など

高齢者虐待の
主な背景

成年後見制度
の活用
成年後見制度
の活用

「デイサービスの利用者さん達と
お話をさせていただき、
逆に利用者さんから元気をもらっています。
今後も頑張っていきたいと思います。」

区内にお住まい・お勤めの方が１０名程度お集りいただければ、出前講座としてお伺いします。
ぜひ、ご利用ください。日程などはご相談のうえ、調整させていただきます。

（　 　　　　　　　）

会員の声

★１０年後、２０年後に
　家族が認知症になったら
　今日学んだ望ましい
　対応をしようと思った。

★もし自分の親が
　認知症になったら、
　教えてもらったことを
　しようと思った。

“あ
んしん

さぽーと”です！

 

ど
う
も

あ
り
が
と
う

◉サービス開始までのながれ
●お金の使い方や支払いに不安がある…
●役所や銀行での手続きが不安…
●通帳の管理が心配…

相　談　受　付

例えばこんなことが
気になり始めたら
一度ご相談ください

まず、天王寺区社会福祉協議会にご連絡ください。
☎６７７４-３３７７（担当：安井）

初　回　訪　問 相談員があんしんさぽーとの事業内容を
詳しく説明します。

利 用 申 込 み ご本人の利用意思を2回以上確認した上で
利用の申込みを受けます。

支 援 計 画 作 成
あなたにあった支援計画を一緒に考えます。
訪問回数や手渡し金額を決めます。
★大切なものを預かりますので、利用意思を何度も確認します。
　契約までに少なくとも3回訪問します。

委 託 契 約 締 結
サービスを開始します。
★ご本人に代わって、生活支援員が
　家賃を支払ったり、生活費を出金して、自宅に届けます。

あんしんさぽーと事業 日常生活
自立支援事業

～ もし、家族、友人が認知症になったら？  認知症の方とどう接したらいいの？ ～
無料無料

もし
 もし…

ご確認
ください

“あ
んしん

さぽーと”です！“あ
んしん

さぽーと”です！

 

ど
う
も

あ
り
が
と
う

 

ど
う
も

あ
り
が
と
う

詳しくは… まであんしんさぽーと（　    　）  ☎６７７４‒３３７７（　６７７４‒３３９９）
天王寺区社会
福祉協議会内

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座 のご案内 子ども向け認知症サポーター
養成講座
子ども向け認知症サポーター
養成講座

あんしんさぽーと

体も心も
ハリがでますよ！参

加
し
た
子
ど
も
の
感
想

それなら
安心ね！ こんなことを

お手伝い
いたします！

このような
やり方で…

担当：
安井


