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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

アクションプラン通信 Ｖｏｌ．22

　昨年１１月は、“きのこ”をふんだんに使った料理になりました。また、
みなさんがビックリされたのは、おからを牛乳で仕上げた“洋風きのこ
おから”。味もまろやかでいつも食べているおからとはまた違った美味し
さでした。鮭ときのこのホイル焼きは銀紙を開けたとたんに部屋中がき
のこの香りでいっぱいに。
　芋ごはんは、昔は米がない時

期に米の殆ど入っていない芋ばかりのお粥を食べていたと
いうお話を聞けるなど、食事中の会話が多くなってきまし
た。『調理のおもしろさが分かってきた』『家でも料理をす
るようになった』と言ってもらえたことがとても大きな収
穫でした。

　今年は福祉用具の展示や、東北の
被災地支援として、東北地方の社会福祉施設が作っ
た授産品等を販売する東北物産市も開催し、義援金
募金箱も設置しました。
　関係団体はじめ区内福
祉施設・介護事業者、ジュ
ニアクラブ会員、子ども
会会員、地域・高校生・大
学生のボランティア等の
方々のご協力により盛大
に開催することができました。

　１１月１日（火）午後３時より、第３期の策定に向け、第２期天王寺区地域福祉アクションプラ
ン（平成２１年度～平成２３年度）の振り返りを行い、皆さんからたくさんのご意見を頂きました。

　障がい班では、障がい当事者のアンケート結果
を整理した課題の１つである「相談窓口が分かり
やすいシンプルな広報」を作成しました！

団塊・シニア世代の「男性料理教室（７回連続）」

～高齢や障がいの理解促進と
　新たな気づきの場～ 

昨年１０月
真田山小学校
体育館にて

昨年１０月２２日
参加者８３６名

第６回 天王寺愛あいふれあいまつり

　今回は総勢２４チームが参加し、天王寺区身体障害
者団体協議会や地域の方、審判員養成講座を受講さ
れた方々等１０名の皆さんが
交代で審判をしてくださ
いました。
　地域の中でボッチャを
通して、子ども、高齢者、
障がいのある方達との
交流が、一層深まりました。

★「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、パラリンピック正式種目にもなっています。

～地域のさまざまな世代の方や
　　 施設の方達がボッチャを楽しみました～

認知症のことを正しく知っていただくための講座です

〈真田山地区〉
第２回 ボッチャ出前大会

天王寺区地域福祉アクションプラン推進委員会

●東北物産市の売上：１２４,１００円　●義援金：５,５９８円

（参加者：各班員／３５名　事務局／１４名）

赤い羽根の共同募金
（平成２３年１０月１日～１２月末）

～平成２３年度 大阪市社会福祉大会～

～共同募金へのご協力ありがとうございました～

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１０月～１２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

　矢野紙器株式会社は段ボールの製造等をし
ている会社で、古くから障がいのある方が従業
員として働き、現場を支えてきました。その経
緯から、障がいのある方等の就労支援に力を
入れています。平成１９年にネクストステージ
大阪ＬＬＰを設立し、障がいのある方や「生きに
くさ」を持つ方々等に、体験や共働を通じた実
践の中で、就労や教育の機会や環境を提供す
る事業をしています。現在、就労支援の一環と
して、障がいのある方等が農作物を作り、それ
を街角で売るという事業を行っています。
　昨年10月から、地元天王寺地域のふれあい
喫茶でも野菜を売る活動を始めました。ふれ
あい喫茶で作られて
いるカレーの材料の
一部も、この事業で
作った野菜を使って
います。今後も企業
と地域が互いに協力
できればと思います。

連載コラム 　No.9

（順不同）

地域で活動されている人や団体をご紹介します。

（ネクストステージ大阪ＬＬＰ　事務局　飯島秀司）
●小嶋  和美 様

　皆さまからいただいたご寄付は、大阪府共同募金会を
通じて天王寺区社会福祉協議会へ配分されます。

○各地区社会福祉協議会事業へ助成
○各地域高齢者食事サービス事業の補助
○高齢者月間
（おとしよりお祝い会、百歳高齢者宅お祝い訪問）
○交付用敬老杖の購入
○ふとん洗濯乾燥サービス事業（障がい者支援）
○区社協だより「ゆうあい」作成費の一部

　昨年１０月１８日（火）、平成２３年度大阪市社会福
祉大会が大阪国際交流センターで開催され、天王
寺区からは地域福祉の推進に貢献された次の
方々並びに団体が受賞されました。

市長表彰並びに
大阪市社会福祉協議会会長表彰

市長
表彰

夕陽の会ボランティア部　
愛の手作りボランティア
拡大写本ボランティア　　
ふわぁっと

石多英男

出村　肇

市長感謝状 寺岡成晃　溝渕良行　大川哲司

（順不同・敬称略）

●故・友森  磨壽江 様
●吉井  義隆 様
●大阪府天王寺遊技業
　組合 様

●配分金を活用した主な事業（２２年度実績）
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●社会福祉法人大阪市天王
　寺区社会福祉協議会
●天王寺区子供会育成連合
　協議会
●社会福祉法人大阪府家内
　労働センター

払
出

問申 ☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９（総務課：藤原・土井）

問 ☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９
（地域活動担当：寺本・大野）

開 催 報 告

今後も各班会議等で検討を重ね、策定していく予定です。

①１月２５日（水）   ②２月１３日（月）   ③３月１３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 （①～③のいずれかの希望日を
　　　お電話にて先着順）

日時

場所

認知症の方との接し方などさらに理解を深める講座です

２月４日（土） 午後２時～４時
四天王寺きたやま苑（北山町９‒６）

内容…「認知症の理解と接し方」「認知症になっても支え合う地域に向けて 
　　　 ～わたしたちができること～」などを学びましょう
定員…２０名 （先着順）

日時
場所

　「天王寺区ロバの会」は、認知症サポーター養成講座終了者の有志が
認知症の学習を重ね、天王寺区内の認知症の方やその家族が安心して生活できるよう
お手伝いをしていくことを目的に結成された会です。

　現在、「認知症対応型デイサービス」「ふれあい喫茶」で、話し相手として
活動しています。新たに、食事サービスへのお迎えを始めたところです。

（毎月1回定期開催しています）

第２部会 ３班（高齢班・障がい班・子育て班）合同班会議

主催：真田山地区社会福祉協議会・真田山地域ネットワーク
　　　委員会・真田山小学校区はぐくみネット
 参加チーム　真生クラブ、城南クラブ、万年青会、地区高
齢者食事サービスの利用者及びボランティアの皆さん、食
生活改善推進員協議会、子供会、小学校区はぐくみネット、
社会福祉法人高津学園障害者支援施設知恩寮

受賞おめでとうございます

～認知症への取り組み～

ありがとう
ございました

ご利用の方はこちらまで！
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みんな
で支え合う地域を目指して
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ひと・まち・つながりひと・まち・つながり

H A P P Y  N E W  Y E A R

★定例会以外にも楽しいイベント等いろいろしています
★ぜひ一度見学にお越しください　

無料無料

無料無料

認知症サポーター養成講座

認知症サポーター養成講座を
修了されたら…

認知症サポーター・フォローアップ講座を
修了されたら…

私たちは、認知症サポーターとしての知識を活かして、
認知症の方やその家族の支援を行う活動を行っています。

まずは
認知症サポーター
養成講座を受講

その後
フォローアップ
講座を受講

『ロバの会』へ入会

認知症サポーター・フォローアップ講座

天王寺区 介護家族の会

和みの会

天王寺区には、心強い仲間がいます。
一緒に考えていきませんか？

みんな、
どうやって介護して
いるんだろう？

誰かに、
話を聞いてもらえ
ないかなぁ？

家族の介護を
しているけれど、最近
疲れてきたなぁ…

☎６７７４‒３３７７　  ６７７４‒３３９９ ●「認知症サポーター養成講座」は…地域生活支援ワーカー（担当：黒崎・加藤・中科）まで
●「認知症サポーター・フォローアップ講座」「ロバの会」「和みの会」は…天王寺区社会福祉協議会まで

問申

会員一同、お待ちしております！

水上バスツアーに参加。いい気分転換になりました！

●安心安全カードの作成により、救急搬送時等の
　身元連絡先の確認が容易になった。
●ボッチャ大会を通して、
　障がいのある方との交流ができた。
●アクションプランを地域に浸透させていくために
　もっと広報していく必要がある。
●メンバーが固定化している。

漢字にはすべてふりがなをふってます

● ご意見の一部 ●

　認知症の方を周囲の方が正しく理解し、支援する
ことでご本人も穏やかに暮らしていくことができます。
　天王寺区社協では、独自に「認知症サポーター・
フォローアップ講座」や認知症の方とその家族を支
える「ロバの会」を結成しました。
　一人でも多くの方が、認知症の方やその家族を温
かく見守る応援者となって、みんなで支え合える温
かい地域を目指しています。

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

日時
場所

出前講座も
やっています！

詳しくは中面を
ご覧ください。

ロバの会へ
入会するには？

ロバの会に入って、
活動しませんか？

私たちといっしょに
認知症の方とその家族の方を支えていきませんか！

天王寺区天王寺区天王寺区 ロバの会ロバの会ロバの会
平成２２年
４月発足

ぜひ皆さまのご参加を
お待ちしています
ぜひ皆さまのご参加を
お待ちしています
ぜひ皆さまのご参加を
お待ちしています


