
対象…区内在住の小学生
定員…各プログラム先着２０名（複数申込みＯＫ!）

天王寺区
おとしよりお祝い会・老人クラブ大会

　味原東町会では、月１回定例で高齢の方々
が集まり、雑巾を縫う活動をしています。
　参加者は平均８０歳以上。みなさんとても
お元気です。ご近所の仲間とおしゃべりをし
ながら雑巾を縫うことが楽しみの一つになっ
ています。また、縫った雑巾を区内施設など
にも寄付しています。
　この会は発足して１５年以上にもなり、味原
東町会の福祉委員３名が縁の下の力持ちと
して活動の世話役をしています。
　町会という一番身近なエリアでこのような
憩いの場があることで近隣高齢者の見守り
の場にもなっています。また、同町会では８０
歳以上の方の誕生日に、お花とお弁当を届け
る活動もしています。今後も地道に活動を続
けたいと思います。（味原東町会　婦人部長　
三木 克子）

連載コラム

問申 ☎６７７４‒３３７７（地域活動担当：大野）
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安心安全カードの普及啓発を地道に行いながら、高齢者の
抱えている問題について取り組みを行います。

『住民みんなでつくる　
 新しい時代のやさしくあたたかい
 品格あるまちづくり』

高 齢 班

作成したちらしの配付、ボッチャ大会の開催支援、障がいの理解を深
める勉強会の実施を引き続き行い、障がいへの理解促進を行います。

障がい班

不登校がちな小・中学生の居場所づくり等の検討を引き続き行います。子育て班

平成２３年度に作成した安心安全カードの普及啓発について話し合いを重
ね、普及啓発に励みました。平成２３年度には「愛あいふれあいまつり」で
普及啓発の寸劇を行いました。

第２期（平成２１年度～２３年度）の振り返り

高 齢 班

当事者アンケートの課題整理を行い、それを基に相談窓口がわかるシンプ
ルな広報のちらし・地域の憩いの場である〈ふれあい喫茶〉の案内ちらしの
作成、障がいの理解を深めるための勉強会の実施や障がいのある方との
交流を通して障がいの理解を深めるボッチャ大会の開催支援をしました。

障がい班

不登校や夜間の外出等があるという報告を受け、小・中学生の居場所につ
いて検討を重ねた結果、子ども・子育てプラザにおいて、夏休みに子ども
が集うためのプログラムを組み、「こどもステーション」として事業実施しま
した。また、小・中・高校生が集うジュニアクラブの活動支援を積極的に行
いました。

子育て班

おたがいを理解しあい、大切にしあうまち

みんなで支えあい、必要なサービスが十分受けられるまち

子どもをはじめみんなが生涯地域に愛着と誇りを持ち、
夢を持って暮らしていける福祉のまち

１）

２）

３）

４）

５）

 さんか こうりゅう き ちいき わ

 じょうほう きょうゆうか こうほうし かつよう そくしん

 だんかい こそだ せだい ちいき

 とも たす ようえんごしゃ

 ひと なかま ふくし ふうど

参加・交流・気づき「地域の輪づくり」

情報の共有化「ホームページや広報紙の活用促進」

団塊・シニア・子育て世代を地域につなぐ
　「団塊・シニア・子育て世代へのアプローチ」

共に助けあうまちづくり「要援護者へのネットワークづくり」

人づくり・仲間づくり・福祉の風土づくり

親子で認知症サポーターになろう！！
～認知症を学んで、みんなで支えよう～
天王寺区社会福祉協議会では、認知症の理解普及を目的に
独自のリーフレットを使い、平成２２年度から区内の小学校で
子ども向け認知症サポーター養成講座を実施しています。

認知症について、ＤＶＤやクイズで
親子で楽しく学習します。
家族やお友だちとぜひきてね！

場所…

日時…

区在宅サービスセンターゆうあい
対象…小学生とその保護者の方々　
定員…１５組（先着順）

地域で活動されている人や団体をご紹介します。

味原東町会　雑巾の会
～高齢者のみなさんの憩いの場～

●雑巾の会
活動日時：毎月第2火曜日　午後１時３０分～３時
　　　　（７、８、１２、１月は休み）
活動場所：味原東町会  いこいの家（高津高校の裏）

日（土）８月４ 午後２時～３時

区子ども・子育てプラザ（味原町９‒１４）

区在宅サービスセンターゆうあい（六万体町５‒２６）

対象…区内在住の小学生
定員…各プログラム先着２０名（複数申込みＯＫ!）

７月１５日（日）～２９日（日）までに電話またはプラザ窓口で
直接お申し込みください。（受付時間 ９：３０～１７：００）　　　

申込
締切

◆プログラム（内容）

（８月５日（日）の工作プログラムは親子での参加です　　　 ）

各日とも
午後３時３０分
～５時は

各日とも
午後３時３０分
～５時は

自主学習
プログラム1

2

3

 じゅうみん

 あたら じだい

 ひんかく

きほんりねん

基本目標
きほん もくひょう

推進取り組み
すいしん と く

基本理念
きほん りねん

 りかい たいせつ

 ささ ひつよう じゅうぶん う

 こ しょうがい ちいき あいちゃく ほこ も

 ゆめ も く ふくし

主催…区社会福祉協議会・
　　　区老人クラブ連合会

昭和３７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

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。

〒５４３‒００７４ 天王寺区六万体町５‒２６　天王寺区社会福祉協議会

おとしよりお祝い会・老人クラブ大会

申込事項

対　　象

天王寺区
おとしよりお祝い会・老人クラブ大会
天王寺区

問 ☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９（担当：安澤）

問 ☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９（担当：安澤）

問申 ☎・  ６７６３‒３５２５（区子ども・子育てプラザ）

8/

8/

1●水

2●木

3●金

4●土

5●日

科学工作（スライムづくり）
午後１時３０分～３時

調理実習体験（野菜たっぷりチヂミづくり）
午後１時３０分～３時３０分

9●木

10●金

場所

場所

第３期（平成２４年度～２６年度）も、
地域の方々、区役所、区社協が協働し、推進していきます。

ももてんちゃん

〈 夏休み特別企画！〉

 だんかい こそだ せだい

９月２５日（火） 午後１時３０分～４時
天王寺区民センター １階ホール場所…

日時…

内容 ★金婚ご夫妻記念写真撮影 無料
（希望者のみ）

金婚を迎えられる
ご夫妻へ

　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。

区内にお住まいの高齢者の方を対象に開催いたします。
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、
ぜひご参加ください。

区内にお住まいの高齢者の方を対象に開催いたします。
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、
ぜひご参加ください。

　平成２４年度については、実施時期は現在未定です。詳細は、決まり次第当協議会ホームページ
などでお知らせいたします。

「寝具洗濯乾燥消毒サービス事業（ふとん洗濯乾燥サービス）」について

参加費
無料

１０組

★子どもたちの自主性・自立をサポートする

サポーターが勉強や遊びなど一緒に取りくみます。

自主学習プログラム

夏休みこどもステーション
◆開催日

工作（スクラップブッキング）
午後１時３０分～３時

調理実習体験（ところてん、サイダー）
午後１時３０分～３時３０分

科学工作（スライムづくり）
午後１時３０分～３時

運動（スポーツ№１決定戦）
午後１時３０分～３時３０分

工作（親子手作りおもちゃ教室）
午後１時３０分～３時３０分

●ハガキの送付先…

日時

場所

ひと・まち・つながりひと・まち・つながり

入場無料 ‒申込不要‒（一部有料コーナーあり）

★乳幼児から大人の方まで　みなさんで楽しめるイベントがもりだくさん！！

日（土）７月２８ 午前１０時３０分～午後３時３０分天王寺区民センター１･２階

第３期  天王寺区地域福祉アクションプラン

愛あいプラン

平成２３年度の主な取り組み

【目的】児童虐待防止、
 子育て支援の推進

■安心安全カードの普及啓発
　

参加者数８３６名

参加者数１,０８４名

津波・高潮ステーション 災害体験
留学生との交流会参加

知的障がいについての勉強会 精神障がいについての勉強会

■第６回 愛あいふれあいまつり

【目的】福祉の情報発信、高齢者や
 障がいのある方への理解促進、多世代交流

愛称

天王寺区地域福祉
アクションプラン

区民ボッチャ大会
（総数３６チーム、１０８名）

■ジュニアクラブ関係事業
　への支援・協力

東北の被災地支援
  東北物産市の売上
　　　 １２４,１００円
  義援金  ５,５９８円

申込み

７/３１（火）
まで  

●第１部／お祝いの式典　
●第２部／アトラクション

■〈団塊・シニア世代対象〉ふれあい塾の開催支援

大江地域（総数約１００名）

■地域で障がいの理解を深めるための勉強会の実施や
　障がいのある方に配慮したちらしの作成など

■ボッチャ大会の開催支援
【目的】障がいのある方と
 地域住民が交流し、障がいへの
 理解を深める

真田山地域
（総数１２７名）

今年度は８/２２（水）開催！
天王寺スポーツセンター
９：３０~１２：００

今
年
５
月
26
日
に

味
原
ボ
ッ
チ
ャ
大
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
！

（総数約６０名）

■第６回 子育て愛あいフェスティバル

今年度は
１０/２７（土）
開催予定！

サンサンサマーフェスティバル
サンサンサマーフェスティバル
サンサンサマーフェスティバル

お知らせ


