
賛助会員募集

①７月２５日（水）  ②８月２５日（土）
③９月２６日（水）  ④１０月１３日（土）
⑤１１月２８日（水）  ⑥１２月８日（土）
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 （希望日時をお電話にて、先着順）

１回参加の講座です。ご都合のよい日にご参加ください。

★次回「フォローアップ講座」は
９月開催予定です！☎６７７４‒３３７７　  ６７７４‒３３９９（担当：加藤・清水・松井）

日時

場所

問申

日・祝日・
年末年始を除く

　高齢者やその家族、地域の支援関係者から、さまざまな
相談を総合的に受けるとともに必要に応じて訪問、必要な
サービス・支援につなぎます。

　高齢者虐待の早期発見・防止、高齢者の権利を守るために、
ご相談に応じます。

　 要支援１・２の方や要支援・要介護状態になるおそれの高い方が、効果的なサービスや
介護予防事業を利用して、介護予防に取り組むことをお手伝いしています。

　 地域のケアマネジャーの個別相談に応じたり、研修会・連絡会を開催して、地域の関
係者同士が協力しやすい体制づくりに取り組みます。

高齢者の
様子

家族や
家庭の様子

地 域 の 総 合 相 談 窓 口 で す

1 高齢者とその家族のための専門職による身近な相談窓口

2 地域の関係機関や支援者の協力体制づくり

3 介護予防のためのケアプラン作成等

地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢者の方々が
住み慣れたまちで安心してその人らしい生活が続けられるよう、
さまざまな関係機関と協力しながら、高齢者の方々を支援する機関です。

　「天王寺区ロバの会」は、認知症サポーター
養成講座修了者で、認知症本人やその家族を
支援していこうと思われる方が、さらに「認知
症サポーター・フォローアップ講座」を受講、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していく
ことを目的に結成されたボランティアグループ
です。現在会員数は２６名となりました。
　「認知症対応型デイサービスセンター」での
話し相手や、地域のふれあい喫茶への参加、高
齢者食事サービス送迎介助などの活動を行っ
ています。これからも地域で認知症理解の輪

が広がることを願いつつ、地域に根ざした活動
を続けていきます。
　「天王寺区ロバの会」の活動に興味を持たれ
た方は、まずは「認知症サポーター養成講座」に
ご参加ください！

　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、障がい者
への支援、地区社会福祉協議会への助
成、区社協だよりゆうあいの発行など、
様々な事業に活用されています。
　平成２３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されました。

　みなさまにご協力していただき今年度も多く
のキャップが集まりました。ありがとうございま
した。引き続きご協力よろしくお願いいたします。

「天王寺区ロバの会」

☎０６‒６７７４‒３３８６
０６‒６７７４‒３３９９（　　　 　　　　　　　）

平 成 ２３ 年 度 決 算

平成23年度 エコキャップ回収結果報告
●収入の部 ①会費・寄付金収入

②交付金収入
③補助金・助成金収入
④受託金収入
⑤共同募金配分金収入
⑥介護保険収入
⑦事業費・利用料・手数料収入

 ( 単位：千円 )

●支出の部 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
⑨地域包括支援センター事業
⑩介護予防事業

⑧利子・雑収入
⑨経理区分間繰入金収入
⑩施設整備等収入
⑪財務活動等収入
⑫前期繰越金

合　  計

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
⑮施設整備等支出
⑯財務活動等支出
⑰次期繰越金

合　  計

‥‥‥‥‥‥1,925
‥‥‥‥‥‥‥‥69,681

‥‥‥‥12,543
‥‥‥‥‥‥‥‥113,512

‥‥‥‥‥2,872
‥‥‥‥‥‥‥39,245

‥‥132

‥‥‥‥‥‥‥66,155
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,936

‥‥‥‥8,800
‥‥‥‥‥2,884
‥‥‥‥633
‥‥‥10,164

‥‥‥‥‥‥‥‥565
‥‥‥‥286
‥47,857

‥‥‥‥‥‥‥16,638

‥‥‥‥‥‥3,035
‥‥3,519

‥‥‥‥‥‥0
‥‥‥‥‥‥‥0

‥‥‥‥‥‥11,576

‥‥‥‥‥‥‥‥258,040

‥‥‥32,641
‥18,949

‥‥28,890
‥‥‥‥‥‥924
‥‥‥‥1,625
‥‥‥‥811

‥‥‥‥‥‥17,282

‥‥‥‥‥‥‥‥258,040

収入
区分別
割合

支出
区分別
割合

委員会に参加した利用者の声

●一人暮らしなので、皆さんと一緒に
　食事すると楽しく食も進みます。
●皆様にお世話頂いて喜んでおります。
●毎回、楽しみにしています。
●この食事サービスは独居の方や
　引きこもり予防に大変役立っています。
　ぜひ続けてください。

■利用料…………２，７０６，３３０
■市補助金………２，５２０，００１
■その他収入………５０２，７７６
■前年度繰越金……  ５５，５９２
収入合計…………５，７８４，６９９

　区内９地区社協の運営により「高齢者食事サービス事業」が行われています。
地区社協は、各年度の高齢者食事サービス事業について委員会を開催し、計画
及び収支精算報告等を行っています。

■弁当代、食材費…４，７８２，８９９
■運営費、設備費、検便費
　……………………６６８，６０３
■次年度繰越金……３３３，１９７
支出合計…………５，７８４，６９９

収入

収入（単位：円）

支出

47%

43%

82%

12%
6%

9%
1%

支出（単位：円）

大阪市高齢者食事サービス事業実施状況〈天王寺区〉

平成２３年度利用者負担額 ３００円

賛助会員募集賛助会員募集

◎現金をご持参いただくか、ゆうちょ銀行にお振込みをお願いいたします。

個人会員 １口（１,０００円）以上／年

口座番号 ００９６０－８－２９６５５

加入者名 社会福祉法人　大阪市天王寺区社会福祉協議会

法人会員 １口（１０,０００円）以上／年

問申 ☎６７７４‒３３７７（担当：藤原・土井）

◎地域配分金 ……２，４９８，５５１円
※その他特別配分 …５１６，３１０円

合計 ………………３，０１４，８６１円

今
後
も
共
同
募
金
へ
の
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●総合相談支援

●権利擁護

■専門職による身近な相談窓口

天王寺区地域包括支援センター（在宅サービスセンターゆうあい内）
相談日時：月曜~金曜／午前９時~午後７時

土　　  曜／午前９時~午後５時

四天王寺きたやま苑（夕陽丘地域在宅サービスステーション）　

四天王寺たまつくり苑（高津地域在宅サービスステーション）　

☎06-6773-1811

☎06-6763-4115

●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
●家の中から怒鳴り声や悲鳴がよく聞こえてくる
●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

天王寺区社会福祉協議会  介護予防担当　
　☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９　　
天王寺区地域包括支援センター
　☎６７７４‒３３８６　　６７７４‒３３９９

●問い合わせ先

●介護予防ケアマネジメント

●包括的・継続的ケアマネジメント支援

通所型介護予防教室には３つの教室があります。詳しくはご相談ください。

あなたの周りに…
このような方はいませんか？

高齢者虐待の
背景・要因には…
●介護疲れ　
●認知症による言動の混乱　
●高齢者と介護者の人間関係　
●介護者の心身の状態の悪化　
●経済的問題 …などがあります。

あ な た と つ く る  福 祉 の ま ち

地区名 延べ参加者数
天王寺 819名
大　江 1,460名
聖　和 693名
五　条 781名
桃　丘 685名
生　魂 681名
桃　陽 1,318名
味　原 651名
真田山 562名

平成23年度

各地域の実施日・場所など詳しくは挟み込みの「特集号」をご覧ください

天王寺区社会福祉協議会では、地域福祉活動の充実と財政基盤の安定を図るため、賛助会員を募集しています。
みなさまからの会費は、高齢者、障がい者、子育て支援等の各事業をはじめ、
認知症の方やその家族の支援や各種団体への助成等に使わせていただいております。
これらの事業内容をよりよいものとしていくためには、みなさまのご協力が必要です。
ぜひ、ご入会・ご継続いただきますよう、お願い申しあげます。

天王寺区地域包括支援センター
☎６７７４‒３３８６

●家族介護のリフレッシュ（１０月１日）
 ●認知症講演会（１１月１３日）

 ●繁昌亭鑑賞と昼食会（１１月２９日）
  ●座談会〈介護の悩みについて〉（１２月１０日）

など開催します。

相談者の秘密は守られます！

●回収個数…４１８，８００個

●ワクチン数…５２３人分

※回収に当たっては、ＮＰＯ法人 ｅ‒kotonet に
　ご協力いただいております。

（１㎏を４００個として計算しています）

（８００個でポリオワクチン１人分が購入できます）

（イーコトネット）

地域包括支援センター

★身近で起こっている高齢者虐待に気づいていますか？
　…虐待はどこにでも、誰にでも起こる可能性があります。
★高齢者虐待のサインを見過ごしていませんか？
　…あなたの気づきが早期発見につながります。

運動器の
機能向上教室

なにわ元気塾
～なかまとにこにこわらって～

ま ず は 相 談 し て く だ さ い

介護予防教室
〈複合型〉

運動器の
機能向上教室

なにわ元気塾
～なかまとにこにこわらって～

介護予防教室
〈複合型〉

地域の
委託事業所 地域の会館

天王寺区在宅サービスセンター
ゆうあい

開催場所 開催場所

開催場所

費用はすべて無料です！

「閉じこもり等予防教室」
から教室名が変わりました

元気なうちからはじめよう 介護予防！

大阪市
家族介護支援事業

大阪市
家族介護支援事業

大阪市
家族介護支援事業

みんなで認知症について理解を深め
共に暮らせる地域をめざして

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

「認知症サポーター養成講座」

①0.7%

②27.0%

⑫4.5%

⑥15.2%
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⑦0.1%
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①25.6%

②1.1%
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⑤0.3%
⑥3.9%
⑦0.2%

⑧0.1%
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⑩6.5%

⑪12.7%

⑫7.4%
⑬11.2%

⑰6.7%

⑭0.4%
⑮0.6%
⑯0.3%


