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☎６７７４‒３３７７  　６７７４‒３３９９（地域生活支援ワーカー：松井・甲斐）問☎６７７４‒３３７７  　６７７４‒３３９９（担当：甲斐・松井）問

大江小学校

開催報告

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」

1 ２３（水） ２２７（水） ３１５（金）

 認
知
症
の方
とそ

の家族を
支える応援者になりませ

ん

か！

★３月までの開催日程は…

１１月１４日（水）夕陽丘中学校・１１月２２日（木）大江小学校にて福祉体験教育が行われました。
子どもたちは、車イス体験やタオルで目隠しをして歩いたり、
白内障、視野狭窄のメガネをかけたりして視覚障がいの疑似体験をしました。

夕陽丘中学校

毎月１回定期開催しています。ぜひ一度、ご参加ください！

天王寺区

ロバの会
天王寺区

ロバの会

● 「ロバの会」へ入会するには…？ ●  

※本紙特集号巻頭ページ「認知症サポーター養成講座」も併せてご覧ください。

「認知症サポーター養成講座」を受講

その後その後

　「認知症サポーター」とは、認知症の方ができなくなってしまったことを
お手伝いしたり、認知症の方の心に寄り添う支援をする応援者です。
　認知症の方や家族を温かく見守る応援者が多くなり、誰もが住み慣れ
た地域でいつまでも安心して生活できることを目的としています。
　多くの方のご参加をお待ちしております！

〔子ども向け〕
毎月１回定期開催

次回の講座は３月開催予定です

次回の講座は です
認知症サポーター養成講座

　１２月２２日（土）、区子ども・子育てプラザで
「ちょこっとクッキング！！ プリンをつくろう！ ～
「認知症サポーター」になろう！」を開催し、小中学
生２４名が参加しました。
　みんなでプリンを作った後、キャラバンメイト
が中心になり、天王寺区社協が独自で作成した
「認知症ってなんだろう？」というテキストを活用
し、ＤＶＤやパネルシアターを交えてクイズ形式
で認知症について学びました。
　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。

　物忘れをしてしまった時、認知症ではないかと思うこと
があるかもしれません。しかし、物忘れは認知症ではあり
ません。認知症とは「経験そのもの」を忘れてしまうこと
なのです。

介護保険・介護予防に
関する出前講座も
地域のご希望に応えて
行っています

認知症を正しく理解し、
どのように対応すればよいかを学ぶ講座です。
キャラバンメイトが講師をつとめます。

「認知症サポーター養成講座」修了者の方で、
認知症の本人や家族を支援していこうと
思われる方へのステップアップ講座です。

「フォローアップ講座」を受講

「ロバの会」へ入会

「天王寺区ロバの会」は、

キャラバンメイトとは、認知症に対する
正しい知識と具体的な対応方法などを
市民に伝える『講師役』です。

　「認知症サポーター養成講座」、「キャラバンメイト養成研
修」を修了された方で、学んだ知識や体験などを地域や職域・
学校などで市民に伝え、新たに「認知症サポーター」を養成
するとともに、認知症の方を支援する活動も行っています。
　天王寺区ではキャラバンメイト交流会も開催しています。
ご希望の方は、区社協までお問い合わせください。
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認知症対応型デイサービスや地域のふれあい喫茶で、
認知症の方のお話し相手として活動しているほか、
地域での食事サービスへの送迎や、認知症の人と
一緒に「歩く会」の支援なども行っています。

無料

食事サービスへの送迎をしています。認知
症の方ですが、「迎えに来てもらえるなんて
ありがたい」と言っていただき、それだけ
でうれしく思いました。

継続して学習にも
取り組んでいます！！

福祉体験教育 ‒開催報告‒

出 前 講 座
どこでも出張いたします

偶数月の第３月曜
午後３時から定例会を
開催しています。
活動報告や情報交換、
活動予定を決める
大切な集まりです。

出前講座ご活用ください！

思ってたより
大変だ～！

エレベーター、
ドアに注意して

ゆっくりで
いいからね…

みんなで
考えよ～！

もうちょっと
知りたいな

認知症って
そういうこと
なんだ

●お年寄りや目の病気になって見えにくい、
　見える範囲が少なくなるという事は、つらい、
　しんどいと思った
●町で目の不自由な人や車椅子の人をみたら、
　助けてあげようと思った

●車椅子に乗ると、いつもより目線が低く、見ている景色が
　少し違って見えた
●フットレスト（車椅子の後ろについているものです）を
　踏む事で、段差も登る事が出来る事を初めて知った

●認知症のことが少しわかった。プリンもおいしかったです！
●認知症についてのパネルシアターがおもしろかった

参加者
の感想

参加者
の感想

参加者
の感想

●認知症ってなんだろう？　 ●介護保険・介護予防ってどうすればいいんだろう？

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。
★日程などはご相談のうえ、調整させていただきます。

認知症サポーター養成講座修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２６名の方が会員として登録され、活躍しています。

平成２２年
４月発足！

例）●ごはんに何を食べたのか忘れてしまう………………………物忘れ
●ごはんを食べたことを忘れてしまう…………………………認知症

1/２３（水）

●「ロバの会」会員の方が認知症の方のお話相手になってくれて
いるので、利用者の方をひとりにさせることがなく安心です。

●紙芝居や本読み、しりとりなどレクリエーションを考えてきて
くれて、利用者にも好評なのでとても助かっています。

●ゲームの時間は一緒になって楽しんだり盛り上げて
くれたりしてくれるのでうれしいです。

活動
内容

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

広げていこう！ 認知症理解の輪、支援の輪広げていこう！ 認知症理解の輪、支援の輪広げていこう！ 認知症理解の輪、支援の輪

キャラバンメイトキャラバンメイトキャラバンメイト
ご 存 知 で す か

どっちが
認知症？

出 前 講 座出 前 講 座

ロバの会会
員

きたやま苑
職員

「地域の高齢者食事サービス」の
送迎支援

「地域の高齢者食事サービス」の
送迎支援

「地域の高齢者食事サービス」の
送迎支援

「認知症対応型デイサービス」の
お手伝い

「認知症対応型デイサービス」の
お手伝い

「認知症対応型デイサービス」の
お手伝い

『認知症』を
考えよう！

沖田 裕子氏 プロフィール

　認知症サポーター養成講座は、単発で終わってしまうこと
が多いのですが、天王寺区では学びを実践につなげるために、
修了者の方たちが「ロバの会」を作っておられます。
　「認知症の人とみんなのサポートセンター」では、毎月認知
症の人と家族のサポーターが一緒に、大阪城公園を「歩く会」
をしています。ロバの会の方には、サポーターとして「歩く会」
に参加してもらい、一緒に楽しんでいます。
　今年は、この「歩く会」を大阪市内に増やそうと研修を行
いました。ロバの会の方にも研修に参加してもらい、感想を
話していただきました。天王寺区内はも
ちろんロバの会の方の学びを市内にも
広めていってもらっています。

ＮＰＯ法人 
認知症の人とみんなのサポートセンター 沖田先生から

キャラバンメイト養成講座講師や
各種認知症学習会講師など、
全国で幅広く活動をされています

神戸大学大学院 医学研究科保健学修士課程修了
ＮＰＯ法人 認知症の人とみんなのサポートセンター代表
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ボランティア
活動がしたい…

ボランティアの
支援がほしい…

ボランティアに関する
情報がほしい…

ボランティア
活動がしたい…

ボランティアの
支援がほしい…

ボランティアに関する
情報がほしい…

ボランティアに関する相談・お問い合わせは

天王寺区ボランティアビューローまで
☎６７７４‒３３７７　　６７７４‒３３９９
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もっ
と笑
顔、増えるといいね

（担当：金城）

天王寺区ボランティアビューロ
ーでは、

さまざまな活動をされているグ
ループが登録されています。

趣味や特技、また地域・環境を
意識した活動などいろいろです

。

天王寺区を中心に活動されてい
るグル―プを紹介します。

ボランティアグループ
『どんぐり』

保育ボランティア
『メリーポピンズ』

天王寺おはなし
『ぼちぼち』

図書ボランティア『にじ』 ロバの会
詳しくは
次ページで！！

精神保健福祉ボランティア
『ふわぁっと』

ボランティアグループ
『アネモス文庫』

天王寺区拡大写本
ボランティアグループ

音訳（音読）
ボランティアグループ

手話サークル『天王寺』

天王寺グリーンキーパーズオレンジ・スターおもちゃ作りグループ
『おもちゃのチャ・ちゃ・チャ』

『愛の手づくり』
ボランティア

音楽グループ『遊』

コーラスフレンズ

ふれあい通信
『天王寺プレス』

かわら版クラブ

ボランティアグループ
『ひまわり』

フラ・サークル
『Lea lea（レアレア）』

ボランティアに関する相談・お問い合わせは

ボランティアビューローまで

直接窓口へお越しいただくか、お電話でもＯＫです！

●誰かの役に立ちたいけど、
　どんな活動があるの…？

●ヤル気はあるけど、
　なかなか時間がとれなくて…

●資格や特技を活かせる活動はありますか…？

●ひとり暮らしで…
　誰か話し相手がいたらなぁ…

●ちょっと遠い病院に行きたい
　けど、一人では不安で…

●こんなことでも頼めるのかな…？

●ボランティア活動の
　相談窓口ってどこだろう？

●どんなボランティアグループが
　あるんだろう…？

●ボランティアに関する資料がほしい
　けど、どこで手に入るんだろう…？

●希望理由や活動内容をお伺いし、
　ボランティアビューローにご登録して
　いただきます。
●希望の活動などを紹介するなど、
　随時情報を提供します。

●ボランティアコーディネーターが
　どのような支援を必要とされているのか
　お話をお聞きし、希望される支援内容によって、
　ボランティアやその他、福祉制度などの
　紹介をします。

●ボランティア活動に関する
　疑問・質問にお答えします。

●ボランティアビューロー通信や
　講座・行事案内チラシなどのほか、
　ボランティア活動に関する
　さまざまな情報を提供します。

その他にも
ボランティアビューローでは…
その他にも
ボランティアビューローでは…

ボランティア保険の取り扱い、

各種ボランティア講座やスキルアップ講座、

ボランティア交流会等を開催しています。

また、災害時に必要となる

「ボランティアセンター」の

運営・支援も担います。

物作り その他

音 楽

障がい障がい

高 齢高 齢

文化芸能

物作り その他

音 楽

文化芸能

ボランティアビューローは
ボランティア活動を
したい方とその支援を
求める方とをつなぐ
〝パイプ役〟です。

遠慮はいりません。
ボランティアのこと
なんでもお気軽に
ご相談ください。

見学や体験も
できますよ！

こんなときは ボランティアビューローへこんなときは ボランティアビューローへこんなときは ボランティアビューローへ

子育て子育て
児童養護施設等で乳幼児の
遊び相手を通して、心温かい
スキンシップを図っています。
●定例会：毎月第２火曜日

子育て支援講座を修了した方
を中心としたメンバーで、乳幼
児健診や講座に参加される子
育て中のお母さんのための一
時保育をしています。
●定例会：奇数月の第３月曜日

紙芝居や読み聞かせ、ティー
ズニング（新聞を読みなが
ら話し合う）を取り入れ、
高齢者施設等で活動してい
ます。
●定例会：毎月３回水曜日

認知症サポーター養成講座修了
者有志の会です。認知症の理解
普及と認知症の方とその家族の
支援をしています。学習を重ね
ながら高齢者施設やふれあい喫
茶などで活動をしています。
●定例会：偶数月の第３月曜日

当事者のためのミニサロンや野外
活動など交流会の開催や随時勉
強会等を実施しています。
●定例会：毎月第２火曜日

視覚障がいの方に、点訳本や拡
大写本、さわる絵本等を作成し、
無料貸し出しを行っています。ま
た講座も開催しています。
●定例会：毎月第１・３土曜日

弱視児童の視力にあった教科書
を、拡大編集して提供しています。
●定例会：毎月第１・３木曜日

区広報誌をはじめ、新聞・書籍、
時勢の記事等をテープに録音し、
視覚障がいの方へ郵送していま
す。
●定例会：毎月２回金曜日

区内のイベントや講座を中心に手
話通訳をしています。一般向け
の手話講座や会員のスキルアップ
など、地域に根ざした活動をして
います。
●定例会：毎週水曜日

自然環境保全に関心のある方が集まり、
定期的に公園の植込みや街路樹の保全
活動をしています。
合言葉は〈ビューティフル天王寺区〉
●定例会：随時

有名コーヒー専門店の講習会で
学んだ「美味しいコーヒー」を、
出張にて皆様にお届けします。
講座や交流会等で随時活動し
ています。
●定例会：随時

牛乳パックや不用品等を利用したおも
ちゃを考案し、施設や地域、行事で参
加型の交流を図っています。
●定例会：毎月第１・３水曜日

毛糸や折り紙、布などを
作った作品を区内の施設
に寄贈しています。
●定例会：毎月第３火曜日

子どもから高齢者まで音
楽を利用したコミュニケー
ション作りや、高齢者の
介護予防まで幅広く活動
しています。
●定例会：随時

コーラス好きのメンバーが集ま
り、洋曲から唱歌までジャンル
も幅広く、施設や地域の
行事等で歌声を披露して
います。
●定例会：毎月２回

地域や区社協等の依頼で、行事・
イベントを取材し、新聞を作成し
ています。出来上がった新聞は、
取材先に配布しています。
●定例会：毎月第４火曜日

昔ながらの手書きで、身近な出
来事を記事にして『陽だまり通
信』を発行しています。
●定例会：奇数月の第３金曜日

民謡・新舞踊、歌体操等を組み
合わせて高齢者施設等で活躍し
ています。利用者にあわせた楽
しい活動をしています。
●定例会：毎月第１・３の
　　　　　月曜日と金曜日

高齢者や障がい施設等に訪問し、
フラダンスショーを披露していま
す。華やかなダンスで楽しい時
間を提供します。
●定例会：随時

“子どもに本との出会いを”
テーマに、継続的に読み聞
かせ活動をしています。
●定例会：毎月第２金曜日


