天王寺区社会福祉協議会だより

天 王 寺 区 を 良 くす る しくみ 。

赤い羽根共同募金

リニューアルしてます！
！ 見てネ！
！

◉大阪市立美術館

福祉施設活動

〇天王寺区の児童養護施設や障がい者就労支援施設などでの活動

●子どもたちのコーラス

●和太鼓演奏会

●障がい者施設の作品展示・即売

●みんなでコーラス

●プラバン

●おもちゃ作り

●モールアクセサリー作りとあめ玉つかみ
●バルーンアート
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◉クレオ大阪中央

●共同募金

日 時

活動紹介パネル展示・
階 体験ゾーン

●手作り介護用品展示と折り紙で〝動くハト〟作り 他

◉天王寺区老人福祉センター

●リラクゼーション体験！ ●大正琴体験

これらの活動を
助成するための
天王寺区の
今年度目標額は

みなさまのご 協力が 天 王寺区の地 域 福 祉を推 進しています

〇地域のつながりづくりに取り組む地区社会福祉協議会の活動
〇天王寺区社会福祉協議会の活動

階 ホール イベント・手作り体験ゾーン

◉大阪府視覚障害者福祉協会

■天王寺区で集められた募金による配分金は、天王寺地区募金会のなかで次のように使われる予定です。

地域福祉活動
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◉天王寺区民センター

◉天王寺区子ども・子育てプラザ

★１０月２１日（月）四天王寺境内にて、街頭募金の呼びかけを行います。

さまざまな催しやブースが盛りだくさん！

◉天王寺区社会福祉協議会（ゆうあい）
◉天王寺区役所

午後

●アクションプラン活動報告
●活動紹介パネル展示と福祉用具の展示など

（天王寺区生玉寺町７-５７）

●いけばな展示と一輪生け体験（先着５０名/お一人１００円）

東日本大震災
被災地支援

※売上金は善意銀行へ。

●休憩ルーム ※飲み物は有料。売上金は義援金へ。
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東北物産市＆
募金活動 募金箱

障がいのある人との交流・
階 健康体験ゾーン

●歯の健康相談
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配分

配分

福祉団体

天王寺区社会福祉協議会
配分

ふれあい喫茶活動
（生魂地区）

配分

配分

演

会

区社協だより発行事業
高齢者福祉月間事業
事務局：天王寺区社会福祉協議会

※平成２４年に地域に配分された内訳です。
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平成２５年１２月３日
（火）午後２時〜３時３０分
区在宅サービスセンター ゆうあい ３階にこにこルーム
定員３０名（但し、介護者・区民を優先とさせて頂きます）
前日締切
無料
☎６７７４ ３３８６

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

天王寺区地域包括支援センター
（担当：瀬戸・東浦）
６７７４ ３３９９

申 問 区在宅サービスセンター ゆうあい内
主催：天王寺区地域包括支援センター

共催：四天王寺たまつくり苑・四天王寺きたやま苑

連載コラム

No.14

ひと・まち・つながり
昨年１１月に出来たばかりの
発達障がいを持つ子の親の会

回収
ＢＯＸ

至 谷町九丁目

クレオ大阪中央

天王寺郵便局
天王寺警察署

至 天王寺

地域で活動されている
人や団体をご紹介します。

「つぼみの会」

「つぼみの会」という名は、今はまだつぼみの子どもたちが、
将来それぞれに素敵な花を咲かせて欲しいと願いをこめてつけ
ました。同じ様な悩みを持つ親同士が集まりお話や情報交換す
る事で、気持ちを分かり合えたり、心が軽くなったり、こうして
みようと気づいたり出来れば良いなあと思っています。
月に一回程度おしゃべり会をしたり、
専門の先生を招いての勉強会を予定し
たりしています。
また、発達障がいを多くの方に知っ
てもらい理解してもらうための講演会
等も行っていきたいと考えています。
何かと地域の皆様のお世話になる事
も多いと思います。これからもどうぞ
よろしくお願い致します。
●お問い合わせは、ゆうあいまで。

よ かった
♪

子ども向け
認知症サポーター
養成講座事業

車いす用
レインコート貸出事業

天王寺区民センター ホール
定員１００名（先着順）
前日締切
無料 ※手話通訳あり
香り、音楽、手のぬくもり、
ゆったりした空間で
体験講習会
癒し、いやされる優しさを
体感してみませんか？
アロママッサージ

会場には駐車場がありません。
また駐輪スペースも限られていますので、
バス・地下鉄をご利用ください。
ももてんちゃん

うね

（桃陽地区）

２号出口

楽しそ

世代間交流活動

作業療法士による最新の
リハビリ情報、ご家庭でできる
作業療法ポイントなど…

平成２５年１１月１日
（金）午後２時〜３時３０分（午後１時３０分開場）

（７７４，
２６１円）

（天王寺地区）

講

〜生き活きと生きる〜

天王寺区
社会福祉協議会の活動

（２，
２４０，
６００円）

6774-3399
6772-4906

区内にお住まいの、家族で介護をされている方、
介護や福祉に興味のある方、ぜひご参加ください！

「前向きに！ ポジティブに！」

地域のつながりづくりに取り組む
地区社会福祉協議会の活動

ふれあい型食事サービス活動

天王寺区社会福祉協議会 ☎6774-3377
天王寺区保健福祉センター ☎6774-9943

天王寺区民センター
天王寺区老人福祉センター

地下鉄谷町線
「四天王寺前夕陽ケ丘」
駅下車
２号出口から北へ約１００m

平成２５年度 大阪市家族介護支援事業

地 域 の 活 動 へ還 元されます

（五条地区）

社会福祉法人

問

配分

ご協力ありがとうございました。

会場

大阪市天王寺区社会福祉協議会
大阪市天王寺区保健福祉センター・天王寺区役所
協 賛 区内各種団体・官公署 他

大阪府共同募金会

手話通訳があります

四天王寺前夕陽ケ丘

福祉施設

回収ＢＯＸ
設置しています

地下鉄谷町線

このように使われ、地域福祉を推進しています。

ペットボトルのキャップで
世界の子どもたちにワクチンを
届けよう。ご協力お願いします。

谷町筋

共同募金の配分金（３，
０１４，
８６１円）は、

赤い羽根
共同募金

入場無料

●東北物産市

天王寺愛あいふれあいまつり実行委員会

共催

天王寺地区募金会

昨年度、天王寺区社会福祉協議会に配分された

●高齢者疑似体験

一人で来場できない方はお問い合わせ先までご相談ください。
主催

ん
ゃ 来
て

●介護予防教室
（健康体操教室）

●障がい者の相談

このように使 わ れています。

開場 午後1 時

天王寺区民センター
天王寺区老人福祉センター

●食育推進（食事は生活の基本です）

天王寺区のみなさまの募金

1時30分〜4 時
会 場

●障がい当事者の語り・日本ライトハウスより盲導犬の紹介

共同募金配分金は

10月2６日 土

平成

2５年

●安心安全カード（天王寺区版）普及啓発と防災などのクイズ 他

６，
１０６，
０００円です。

みなさまの 募 金 から生まれる

﹁天王寺愛あいふれあいまつり ﹂は︑
天王寺区地域福祉アクションプランにもとづき
福祉の情報発信︑高齢者や障がいのある方への理解と
新たな気づきを促し︑多世代交流を目的に
多くの関係団体やボランティアさんの協力を得て開催します︒

10月1日、
ＹＵＦＵＲＡ前にて街頭募金を実施しました

〒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

http://www.yuuai.org/

募金へのご協力をお願いします。
◉戸別募金 ◉法人募金 ◉職域募金
◉街頭募金 ◉学校募金

社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会

０６ ６７７４ ３３９９

申込み・ 天王寺地区募金会 ☎６７７４ ３３７７
問合せ （天王寺区社会福祉協議会 事務局内）

募 金 箱
設置場所

発行

ホームページアドレス

１０月１日〜１２月３１日

いろいろな方法で
募金をおねがいしています。
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NO.

☎ ０６ ６７７４ ３３７７

赤い羽根共同募金は、１９４７年から６０年余の歴史ある全国的な国民運動です。
みなさまからの「募金」は、私たち天王寺区の「福祉」に役立てられます。

赤い羽根募金期間は

２０１３年 ( 平成２５年 )１０月

みんなで助け合えるまちづくり ＝ 地域の福祉活動をすすめます

天王寺区社会福祉協議会は
天王寺区
社会福祉協議会が
大切にする
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一人ひとりの暮らしを大切にする
しくみをつくる
〔発見と見守り・権利擁護〕

６つの視点

制度の狭間にある支援が必要な方の福祉課題解決のために、
様々な機関と連携し個別の支援や仕組みつくり等の構築を行っています。

●あんしんさぽーと事業

認知症や知的障がい等の障がいにより、判断能力が不十分な方々が
安心して生活できるように金銭管理等の支援を行います。

●講演会、学習会の実施
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地域の皆様とともに学ぶ機会を設け、
よりよい地域づくりを目指すお手伝いをします。

「地域福祉フォーラム見守り活動報告会 in 天王寺」
での住民による事例報告の様子（７/３０実施）

岩間伸之先生（基調講演・進行）

アクションプラン
「障がいについて知ろう
勉強会」学習会などの
開催を支援しています。

多様な人・組織の強みを生かした
活動参加と協働をすすめる
〔市民活動・ボランティア活動〕
●天王寺区地域福祉アクションプランの推進

必要な「情報」を届け、共有する手段を工夫します

高齢・障がい・子育ての３班に分かれて定例会議を開催し、
各班独自の活動と「愛あいふれあいまつり」では合同で
福祉情報の発信・世代間交流、高齢者や障がい者への
理解を深める活動を行っています。

災害ボランティア講座

●安心・安全カードの普及

災害時にも利用できるカードとして作られた
天王寺区安心・安全カードの記入支援などを行っています。

●認知症の方や家族を支える
ボランティア「ロバの会」の支援

〔社会福祉施設・事業所との連携〕
●区社会福祉施設連絡会への支援

施設と地域団体、ボランティアなどとの
つながりづくりのパイプ役となっています。

高齢者食事サービス（聖和地区）

ボッチャの開催支援（大江地区）
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地域と社会福祉施設・福祉サービス
事業者の交流と連携を強める

施設連絡会職員交流会
「災害時の対応について
考える」の様子

●ボランティアビューロー事業
○ボランティア活動の相談受付・受給調整
○ボランティアに関する講座の開催や情報の発信
○ボランティア交流会の開催

ボランティア交流会「七坂巡り」

福祉の心を育み学びの機会をつくる

〔福祉教育・ボランティア学習〕

互いにつながり・支えあうことができる
地域をめざします。

高齢者食事サービス（味原地区）

今回ご紹介した事業以外にも地域
「ゆうあ い」、老人福祉センターや
子ども・子育てプラザの運営、介護予

小・中・高等学校での子ども向け認知症サポーター
養成講座や車いす体験などの福祉教育や地域での
福祉学習のお手伝いを行っています。

防事業、天王寺地区募金会事務局、
天王寺区善意銀行の事務局など多く
の事業を実施しております。
福祉教育（天王寺中学校）

●出前講座

区内の団体、グループに認知症サポーター養成講座や
介護保険の申請・サービス、介護予防事業などの
出前講座を実施しています。

住民同士が話し合い、新たな担い手の
参加・協働を積極的にすすめることにより、

天王寺区社会福祉協議会では、
包括支援センター、居宅介護事業所

●福祉教育など

学校で子ども達とともに、様々な体験を通じた
気づきから私たちにできることを考えます。

施設と地域との交流（生魂地区）

愛あいふれあいまつり

●キャラバンメイト連絡会の支援

「人材・担い手」をつなげたり、
場所や物品など地域にある「資源」を発掘し、活かします

●区社会福祉施設連絡会や居宅介護連絡会、
通所介護連絡会、訪問介護連絡会、
訪問看護連絡会との協働

生活のしづらさに関心を持って、
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精神障がいを持つ方の支援グループ「ふわぁっと」、
発達障がいを持つ子の親の会「つぼみの会」と共催で
学習会などを開催しています。

住民の生活課題からうまれる「ニーズ」を、地域福祉活動につなげます

災害時にボランティアセンターがスムーズに
立ち上がるようにセンターの資器材の準備や
センターの役割を理解していただくための啓発活動、
センター内で一緒に活動していただける
ボランティアの養成講座など開催しています。

一人ひとりの生活の困りごとや

●障がいについて理解を深める

子育てサークル（真田山地区）
家族介護者の会
「和みの会」交流会

ベースとなる ３ つ の要素

〔防災・減災に向けてのつながりづくり〕

社会福祉協議会は、身近な地域の中で、

区内で介護を必要とされているご家族などの
交流会の開催を支援しています。

「障がいについて知ろう勉強会」
（桃陽地区）

災害時に誰も取り残されない地域をつくる

災害時における各施設の準備やマニュアル、
訓練について情報交換を進めています。

〔当事者を核にした組織化〕
●家族介護者の会「和みの会」への支援

●コミュニティ･ソーシャル･ワーク事業

●災害時のボランティアセンター設置

同じ課題を抱える人たちを中心とした
つながりをつくる

高齢者食事サービス（桃丘地区）

つ な が り・ 支 え あ え る 福 祉 コ ミ ュ ニ テ ィ を め ざ し て

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。
個人会員

１口 １,０００円

法人会員

１口 １０,０００円

ご協力をお願いします。

