アクションプラン通信

天王寺区社会福祉協議会だより

Ｖｏ
ｌ．
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平成２４年度の主な取り組 み

http://www.yuuai.org/

今年度は
１０/２６
（土）
開催予定！

■ボッチャ大会の開催支援

ーラム
ォ
フ
祉
福
地域

みまもり活動報告会

■地域で障がいの理解を深めるための勉強会の実施など
（全５回実施・参加者数１２５名）

■障がいを持つ方による
地域ボランティア
活動の支援

第８回 天王寺区子育て愛あいフェスティバル
夕陽丘高校

今回は場所と時期を変更して実施しました。
まつりの当日は、天候にも恵まれ日曜日の午
後からの開催だったため、総勢１,１６４名という
多数の皆さんのご参加があり、大盛り上がり
で終えることが出来ました。当日は、朝早くか
ら民生委員さん・主任児童委員さんをはじめ、
地域や関係団体、ジュニアクラブ会員（小・中
学生）、高校生・大学生のボランティアの皆さ
ん、多大なご協力をありがとうございました。

誰もが安心して暮らせる地域づくりのためには、
地域の見守りが必要です。
私達にできる見守りとは…？ 実践報告と先生の講演から、
地域に根差した見守り活動について、みんなで考えましょう。

大江地区
食事サービス活動で
ボランティアとして参加

桃陽地区

■夕陽丘高校バリアフリーコンサート開催の支援（参加者数１２０名）

７月３０日（火）午後２時〜３時４５分

場所… 天王寺区民センター

大阪城 草抜きバトル
〜歴史を発見！秘密の探検！
！

■安心安全カードの普及啓発

子育て愛あい
フェスティバル

■〈団塊・シニア世代対象〉ふれあい塾の開催支援

★サポーターが勉強や遊びなど一緒に取り組みます★
会場

開催日

時間

A

７月３１日（水） ★調理実習（わいわいクッキング※） 午前１０時〜正午

夏 休 み こどもステ ー ション
定員

プログラム 時間

場

定員

午後１時〜３時 ２０名

A 会場

午後１時〜２時

３０名

午後２時〜４時 ２０名

午後１時〜２時

３０名

区子ども・子育てプラザ
（味原町９ １４）

８月 ３日（土） ★工作（親子おもちゃ教室）

午前１０時〜正午

親子１５組

８月 ４日（日） ★スポーツ（親子体操教室）

午前１０時３０分〜１１時３０分 親子１５組

B

８月 ８日（木） ★工作（プラバン作り）

午後２時〜３時

３０名

（金） ★読書（本との出会いを楽しもう） 午後２時〜３時
会場 ８月 ９日

３０名

C

８月２１日（水） ★調理実習（わいわいクッキング※） 午前１０時〜正午

（木） ★工作（スライムづくり）
会場 ８月２２日

B 会場

午後１時〜３時 ２０名
午後１時〜３時 ２０名

自主
学習

３０名

申込 ７月１１日（木）〜２４日（水）電話またはプラザ窓口で
締切 受付時間／午前９時３０分〜午後５時

午後３時〜５時 ３０名

C 会場

午後３時〜５時 ３０名

興国高等学校
（寺田町１ ４ ２６）

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！
！

サンサンサマーフェスティバル 2013
2013
日時
場所

７月２７日（土）午前１０時３０分〜午後３時３０分
天王寺 区民センター１･２階

共催：区老人福祉センター 区子ども・子育てプラザ（天王寺区社協）
区民センター（大阪市コミュニティ協会天王寺区支部協議会）

申 問 ☎・ ６７６３ ３５２５
（区子ども・子育てプラザ）

タテのカギ

クロスワードクイズ

カギをヒントにカタカナで言葉を入れてください。
Ａ〜Ｄに入る文字が答えです。

ヨコのカギ

①今年の夏休みも大人気！「夏休み○○○ステーション」を行います。
②○○○元気塾は、6 か月間月に 1 度、各 9 地域の会館・老人憩いの家で行われています。
③１０月２６日（土）は「第８回 愛あいふれあい○○○」が行われます。
④元気なうちから○○○○○○に取り組みましょう。

講師

パネル
ディスカッション

●

岩間

伸之 氏（大阪市立大学大学院 教授）

〜見守りを行う地域住民による実践報告を中心に〜
パネリスト

数に限りが
あります

柳原 不二子 氏（大江連合振興町会 女性部長（東門振興町会））
● 滝上
民子 氏（大江連合大岸振興町会 女性部長）
見守りレディーの
● 田中
孝子 氏（桃陽地区民生委員協議会 民生委員）
事例報告は必見！
● 中野村
加 代（天王寺区地域包括支援センター管理者）
●

入場
無料

☎６７７４ ３３７７
６７７４ ３３９９
（地域活動担当：川西）
（ＦＡＸでお申込みの場合は、
「 氏名」
「 電話番号」を明記してください）

主催：天王寺区社会福祉協議会

ヒント

②

⑤平成 25 年 4 月より、新たに○○○○○○・ソーシャル・ワーク事業が始まりました。
⑥『地域福祉フォーラム みまもり活動報告会』で基調講演の講師を務めるのは○○○伸之先生です。
⑦区社協だよりの連載コラムのタイトルは「ひと・まち・○○○○」です。
「○○○○○○サポーター養成講座」のご案内をしています。
⑧今号の 2 面では、

応募
方法

はがき・ＦＡＸにクロスワードの答え・郵便番号・住所・氏名（ふりがな）
・年齢・電話番号・区社協だより
「ゆう
あい」への感想・意見等をお書きの上、１面右上記載の住所までお送りください。抽選で６名様にプレゼント
を差しあげます。ご応募をお待ちしています。

締切

・到着（ＦＡＸ）有効
平成２５年８月１０日（土）消印（はがき）

第４４号の答えは、
「 やさしいまち」でした。
ご応募どうもありがとうございました。

④

①⑤

答えは
区社協だより
「ゆうあい」に
載っています。

⑥

ボ ラン ティア 講 座 の ご 案 内
はじめてみよう！
音訳（朗読）ボランティア講座
目の不自由な方を対象に、広報誌等の情報を音声で
届けたり、対面朗読などの活動に必要な発音や読み方
の基礎を学びます。話し上手は人の心をひきつけます。
講座終了後、音訳活動に参加できる方が対象です。

③

いず れも 費 用 は 無 料で す

全８回
日時…７月１７日〜９月１１日
連続講座
（８月１４日を除く）
毎週水曜日 午後２時〜４時

場所…区在宅サービスセンターゆうあい
２階 多目的ルーム または
３階 にこにこルーム

定員…２０名（先着順） 費用…無料

全２回
日時…７月２２・２９日（月）
午後１時３０分〜３時３０分 連続講座
場所…区在宅サービスセンターゆうあい
２階 多目的ルーム

申込方法…電話またはＦＡＸで

申 問 天王寺区社会福祉協議会

☎６７７４ ３３７７
６７７４ ３３９９（地域活動担当）
（ＦＡＸでお申込みの場合は、
「 氏名」
「 電話番号」を明記してください）

⑦

平成２５年４月より、新たにＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワーク）事業が始まりました

⑧

※職員手作りのため
一部クロスにならな
い場合があります。

※応募に関する個人情報については、当選者への発送及び区社協だより
「ゆうあい」紙面作成の参考にのみ利用させていただきます。また当選者発表はプレゼントの発送を持って代えさせていただきます。

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

障がいを持つ子どもたちの特性を知り、親の悩みに
寄り添い、子どもたちの成長を地域で応援することは素
晴らしい事です。孫を世話する機会の多いお爺ちゃん &
お婆ちゃんも一緒に学びませんか？

いず れも

答え

進行・助言

岩間 伸之 氏

連載コラム

No.13

ひと・まち・つながり

後援：天王寺区役所

発達障がいについて学ぼう！ 子育て応援ボランティア講座

区 社 協 だ よ り「 ゆ う あ い 」を 読 ん で 答 え よ う ！

ゆうあい

「ご近所の見守り力は、
なぜすごいのか？」

申 問 天王寺区社会福祉協議会

区在宅サービスセンター
ゆうあい（六万体町５ ２６）

１８名

※「わいわいクッキング」のみ１人２００円（当日徴収します）
※８月の「わいわいクッキング」は７月のクッキングに参加していない方を優先します

対象…区内在住の小学生・中学生
定員…各プログラム先着順

午後２時〜４時 ２０名

無料

当事業は、年齢を問わず、「制度のはざまにある」支援が必要な方の福祉課題の
解決のため、行政・専門機関、地域住民やボランティア等と連携し、個別の支援
や仕組みづくり等の構築を行い、地域福祉を推進することを目的としています。
天王寺区では、「独居高齢者等見守りサポーター事業」の開始にともない、見守り訪問等で発見された
福祉課題を抱える７５歳以上の高齢者を適切な福祉サービスへつなぐ支援を地域生活支援ワーカーが担い
ます。また、高齢者に限らず地域住民が安心して生活できるように、地域福祉の向上に取り組んでいきます。

地域で活動されている人や団体をご紹介します。

歌でつながる子育てママの
ゴスペルサークル
「Ｂｕｔ
ｔｅｒ
ｆ
ｌ
ｙ ｍ＆ｋ（バタフライ エムアンドケイ）」
ハモるって気持ちイイ！
歌って親子でリフレッシ
ュ♪

参加費無料

午後２時〜３時３０分

自主
学習

１階ホール

基調講演

粗品進呈

所

１８名

月 1日（木） ★工作（紙飛行機大会）
会場 ８
８月 ２日（金） ★工作（ステンドグラスモビール）

in 天王寺

これであなたも
これであなたも
見守り
見守り・
・見守られ
見守られ
上手に
上手に！
！

日時…

■ジュニアクラブ関係事業への支援・協力

子 ど も た ち の 自 主 性・自 立 を サ ポ ート す る

〒５４３ ００７４ 大阪市天王寺区六万体町５番２６号
天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内

０６ ６７７４ ３３９９

〈目的〉障がいを持つ方と地域住民が交流し、障がいへの理解を深める
（味原地域・大江地域・真田山地域・第２回区民ボッチャ大会）

開催報告

社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会

ホームページアドレス

・東北物産市の売上 …１０１,８５０円
・義援金………………… ２,９４５円
・休憩ルーム売上 ……２８,６００円

〈目的〉子育て支援の機関、
団体、サークルによる
子育て中の親同士の
交流の場。
地域の皆で子育て
環境を充実させます。

発行

☎ ０６ ６７７４ ３３７７

〈目的〉福祉の情報発信、高齢者や障がいを持つ方への
理解促進、多世代交流

■第７回 子育て愛あいフェスティバル（参加者数 １,１００名）

プログラム

45

NO.

■第７回 愛あいふれあいまつり（参加者数８３８名）

天王寺区地域福祉アクションプラン〜愛あいプラン〜は
「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」を基本理念に地域、区役所、区社
協が協働し推進しています。

日時…６月１６日
（日）午後１２時３０分〜３時３０分
場所… 天王寺区民センター ホール

２０１３年 ( 平成２５年 )７月

以前から「Butterﬂy」として活動してきま
したが、今年から新たに「Butterﬂy ｍ＆ｋ」
として生まれ変わりました。
ｍ＆ｋ と名付けたのは、ママと子どもが
楽しく集い、歌を通してイキイキと毎日を過
ごせるようにとの思いを込めました。
主な活動はレッスン（月２回）と自主練習。
イベント等に出演する機会もあります。練習
には小さなお子さんとも一緒に参加できるの
で、子育て中だけど何かを始めたいと思って
いるママ、大歓迎です！
●「Butterﬂy ｍ＆ｋ（バタフライ エムアンドケイ）」
活動日時：毎週水曜日（午前）
活動場所：区子ども・子育てプラザ
お問い合わせ…直接見学にお越しください

始

ま し た ！
り
ま

平成２４年度

大阪市生活支援型食事サービス事業
ありがとう

お体の調子は
どうですか？

平成２５年度

家族介護支援事業

平成 25 年 4 月より、天 王寺区においても「大阪市
生活支援型食事サービス事業」が始まりました。

今年度も、介護に関する内容の

この事業は、高齢者や障がいのある方にお弁当を

講演会等を実施します

配達し、安否確認を行う、顔が見えるサービスです。
れる方は天王寺区地域包括支援センターまでご相談
ください。

うん︑ も ！
か
いい

介 護 予 防

無

料

大阪市の事業です

地区名

実施日

実施場所

第２・４金曜日

天王寺連合会館

大

江

第２・４月曜日

大江会館

1,349 名

聖

和

第２金曜日

聖和会館

670 名

五

条

第２・４木曜日

五条公園会館

781 名

桃

丘

第２・４金曜日

桃丘会館

797 名

生

魂

第３木曜日

生魂会館

694 名

桃

陽

第１木曜日

桃陽会館

1,269 名

※第２・４木曜日は配食

自立した自分らしい生活が送れるようにする」取り組みです。
元気なうちから介護予防に取り組みましょう。

６５歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方。
認定申請の結果が非該当の方。

2 安全に教室に参加するためには、医師の判断が必要です。

⑫7 16%

①0 88%

収入
区分別
割合
④40 45%

⑱5 93%

①3 30%
②1 18%
③20 39%

支出
区分別
割合

④1 27%
⑤0 35%
⑥4 06%
⑦0 20%
⑧0 16%
⑨15 49%

お近くの病院で受診（無料）
して頂きます。

3 教室に参加する前に、地域包括支援センターと一緒にあなたに合った計画を立てます。

「認知症」は脳の病気が原因で起こるもので、
誰にでもなる可能性はあります。
認知症サポーターとは何か特別なことをする
人ではなく、認知症について正しく理解し、
認知症の人の心に寄り添い
サポートする応援者です。

かまと

こにこ

らって〜

地域の身近な場所に集い、体を動かし
たり、レクリエーションや創作活動を
通じて地域の仲間と語らい、心と体の
元気を高めます。
期間…月１回／６ヶ月
（全６回）

場所… 各９地域の会館・老人憩いの家

天王寺区社会福祉協議会では認知症になっても
安心して暮らせるまちづくりに努めています

参加費無料

「認知症サポーター」
とは？

〜

なにわ元気塾

天王寺区地域包括支援センター ☎６７７４ ３３８６

●内容… 「認知症を理解する」DVD 上映
認知症とは？
治療・予防について
本人・家族の気持ちを知ろう
相談機関について 等
●定員…20 人（先着順）

平成２
平成２５年度の
５年度の
開催日時
開催日時
時間はいずれも
１４：００〜１５：３０

９月２７日（金）
１２月４日（水）
３月１３日（木）

●場所…区在宅サービスセンターゆうあい ３階
申 問 天王寺区社会福祉協議会

7%
11%

■運営費、設備費、検便費
……………………６４４，
２８９

支出

■次年度繰越金……３９３，
１９３

☎６７７４ ３３７７
６７７４ ３３９９
（地域活動担当）
（ＦＡＸでお申込みの場合は、
「 氏名」
「 電話番号」を明記してください）

み
みな
なさ
さま
まの
の善
善意
意を
を
地
域
へ
つ
な
ぎ
ま
す
地域へつなぎます
預 託 金銭

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、

１００歳訪問、車いす貸出事業、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２４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。

◎地域配分金 ……７９５，
８３４円
※その他特別配分 …６４，
６７８円

「とても美味しく感謝していただいております」
「食事サービスに来ると色々話が聞けて教えてもらえる。ありがたい」
「これからもずっと食事サービスを続けてほしい」

③25 85%

⑪6 35% ⑩4 14%

認知症サポーター養成講座 のご案内

■弁当代…………４，
６５７，
１０７

◎平成２４年度利用者負担額 ３００円

⑫13 75%

わからないことなどお気軽にお問い合わせください

支出（単位：円）

587 名

1 基本チェックリストを記入します。

（大道４ ５ ５）

収入合計…………５，
６９４，
５８９

真田山プール会議室

参 加 す る に は・・・

場所… 区在宅サービスセンター ゆうあい
（六万体町５ ２６）

44%

第３木曜日

⑬7 84%

（運動１４回・栄養３回・口腔３回）

■前年度繰越金…… ７３，
６７０

真田山

⑰4 07%
⑯0 38%
⑮0 17%
⑭10 97%

なつ鍼灸整骨院（勝山１ ８ ４）
バランス整骨院（東上町３ ２１）
デイサービスわかがえりセンター

収入

６９４，
５８９
82% 支出合計…………５，

●支出の部

場所… 大新柔道接骨院（舟橋町１０ ２２）

■その他収入………４４６，
０２１

730 名

⑤1 25%

参 加 で き る 方・・・

期間… 週１〜２回／全２０回

■市補助金………２，
５１０，
８００

味原会館

⑥17 85%

「自分は元気だから今のところ必要ない」と考えている方も、

期間… 週１回／３ヶ月
（全１４回）

47%

第３木曜日

⑨5 51%
⑧1 00%
⑦0 05%

立ち座りに必要な筋力をつけ、バランスを
保ち、転倒予防のための運動を行ないます。

1%
8%

■利用料…………２，
６６４，
０９８

平 成 ２４ 年 度 決 算

「介護が必要な状態になることをできる限り予防し、

立ち座りに必要な足腰の筋力アップを図る運動
や、高齢者に必要な栄養バランスのとれた食事、
しっかりと噛んで食事や会話を楽しむ為のお口
のケアなど、介護予防全般について学びます。

708 名

収入（単位：円）

原

●収入の部

運動器の機能向上教室

延べ参加者数

天王寺

委員会に参加した
利用者の声

介 護 予 防とは・・・

介護予防教室（複合型）

共同募金へのご協力
共同募金へのご協力
ありがとうございました
ありがとうございました

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。

味

元気なうちからはじめましょう！

心のこもったあたたかい気持ちを大切に

合 計………………８６０，
５１２円

( 単位：千円 )

①会費・寄付金収入 ‥‥‥‥‥‥‥2,119
②交付金収入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥0
③補助金・助成金収入 ‥‥‥‥‥62,378
④受託金収入 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥97,610
⑤共同募金配分金収入 ‥‥‥‥‥3,015
⑥介護保険収入 ‥‥‥‥‥‥‥‥43,081
⑦事業・利用料・手数料収入 ‥‥‥‥116

⑧雑収入・受取利息配当金 ‥‥2,400
⑨経理区分間繰入金収入 ‥‥13,290
⑩施設整備等収入 ‥‥‥‥‥‥‥‥0
⑪財務活動等収入 ‥‥‥‥‥‥‥‥0
⑫前期繰越金 ‥‥‥‥‥‥‥17,282

①法人運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥7,963
②助成事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,854
③区地域福祉活動支援事業 ‥‥49,209
④共同募金配分金事業
‥‥‥‥3,053
⑤地域福祉推進基金事業 ‥‥‥‥‥841
⑥地域福祉活動推進事業 ‥‥‥‥9,786
⑦善意銀行事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥486
⑧あんしんさぽーと事業 ‥‥‥‥‥386
⑨地域包括支援センター事業 ‥37,368
⑩介護予防事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥9,998

⑪居宅介護支援事業 ‥‥‥‥15,320
⑫介護予防支援事業 ‥‥‥‥33,171
⑬老人福祉センター事業 ‥‥18,911
⑭子育て活動支援事業 ‥‥‥26,475
⑮その他事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥418
⑯施設整備等支出 ‥‥‥‥‥‥925
⑰財務活動等支出 ‥‥‥‥‥9,808
⑱次期繰越金 ‥‥‥‥‥‥‥14,319

善意銀行

天王寺グラウンドゴルフ連盟 様

合

合

( 単位：千円 )

⑮0 12%
⑭11 79%

①5 51%
②1 29%

⑬8 96%

③21 22%

平成
２５年度
予算

⑫4 16%
⑪14 72%

④0 40%
⑤0 57%
⑥3 61%
⑦0 50%
⑧0 14%

計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥241,291

計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥241,291

平成２５年１月〜６月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。

払 出 金銭

平成２５年度予算

今後も 共同募金へ
みな さ まのご協力を
よろしく お願いし ま す︒

ご期待ください！

利用に際しては規定がありますので、利用を希望さ

大阪市高齢者食事サービス事業実施状況〈天王寺区〉

ありがとう
ございました

天王寺区子育て愛あいフェスティバル実行委員会

あなたとつくる福祉のまち
天王寺区社会福祉協議会では、

⑩6 03%

⑨20 98%

①法人運営事業 ‥‥‥‥‥‥‥11,611
②助成事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2,725
③区地域福祉活動支援事業 ‥‥44,701
④共同募金配分金事業 ‥‥‥‥‥850
⑤地域福祉推進基金事業 ‥‥‥‥1,194
⑥地域福祉活動推進事業 ‥‥‥‥7,600
⑦善意銀行事業 ‥‥‥‥‥‥‥1,040
⑧あんしんさぽーと事業 ‥‥‥‥‥300
⑨地域包括支援センター事業 ‥44,197
⑩介護予防事業 ‥‥‥‥‥‥‥12,700
⑪介護予防支援事業 ‥‥‥‥‥31,000
⑫居宅介護支援事業 ‥‥‥‥‥‥8,758
⑬老人福祉センター事業 ‥‥‥18,870
⑭子育て活動支援事業 ‥‥‥‥24,829
⑮その他事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥255
合

計 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥210,630

賛助会員募集

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。
今年度は重点的に制度の狭間となる方への支援を強化してまいります。
法人独自事業として健康維持の体操教室、すこやかシニア教室や介護予防教室を実施予定です。
これらの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。

個人会員
法人会員
口座番号
加入者名

１口（１,０００円）以上／年
１口（１０,０００円）以上／年

■２４年度 賛助会費収支報告
■個人会費 ………５８９

■各種団体への助成 …………………３３５

■組織構成会費 …７２０

■広報・ＨＰリニューアル等啓発活動 …４１６

■法人会費 ………4５０
収入合計 ………１，
７５９

００９６０−８−２９６５５
社会福祉法人

（単位：千円）

大阪市天王寺区社会福祉協議会

■各種事業への分担金 ………………６５
■啓発物品作成 ………………………１６５

■法人独自事業（すこやかシニア教室等）…２３
■区在宅サービスセンター維持管理 …７３７

８・９・１０月の主な行事予定
８月１日（木） 健康体操教室
９月中

百歳訪問

１０月〜１２月

赤い羽根
共同募金

１０月２６日（土）

愛あい
ふれあいまつり

■会費振込手数料 ……………………１８
支出合計 ……………………………１，
７５９

◎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。 申 問 ☎６７７４ ３３７７（担当：土井）

