
「不登校・ひきこもり親の会」
～一緒に歩みだしませんか～

無料

無料

2月27日（木）19：00～20：30日　時

クレオ大阪南ところ

平野区在住・在勤の方対　象 ３００名定　員

ところ

50名（先着順申込）

平野区社会福祉協議会
にこにこセンター

●全３回とも土曜日　10：00～12：00

定　員

３月８日（土）締　切

ところ

200円（資料代・保険代として）

にこにこセンター

受講料

音訳ボランティアグループ「わたの実」平野区ボランティアビューロー主　催

平野区在住の方20名（先着順）定　員 2月20日（木）締　切

電話またはFAXにて申込方法

平野区社会福祉協議会　にこにこセンター　☎06-6795-2525問合せ先

平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター内） 大阪市平野区平野東２－１－３０ところ

お電話またはFAXにてお申し込みください　☎6795-2525　　FAX6795-2929申　込

平野区社会福祉協議会  
平野区キャラバン・メイト事務局　☎6795-2525

申込・
問合せ

☎ 06-6795-2200　FAX 06-6795-2929問合せ先

●エルムおおさか
　　所長　井上 芳子さん

●NPO法人クララ　弦川 紀子さん
●アンバランス　　 元村 祐子さん

講　師

西成区社協 検 索

　ふれあい喫茶は、地域のボラン
ティアが地域の人たちの交流の場
として開かれた喫茶で、一般的な
喫茶店ではありません。
　ふれあいの場、語らいの場とし
て、大人も子どもも楽しいひと時
をともに過ごせる場所としてご利
用いただけます。

　『発達障がい』という見えない障がいは、本人や周りの人に気づかれることが少なく、
気づかれることが少ないからこそ、知っていただきにくい障がいです。平野区社協では
『発達障がい』のある子どもを見守り、時には手をさしのべることのできる地域社会を築
くために、講演会や支援者向け講座を開催し、ひとりでも多くの理解者と支援者を増や
すことに取り組んでいます。

　音訳は何らかの障がいによって「視覚」から情報を得ることが困難な
方々のために文字などを「音声」に換えて提供する活動です。
　朗読が「自己表現手段」であり主として文学を感情豊かに読むことに対し
て、音訳は「音訳者の主観を入れることなく」「書いてあることをできるだけ忠
実に音声化する」ことが原則です。文章はもちろん、図・表・写真なども正しく、
音訳することで、情報を必要としている障がいのある方に届けられています。
　平野区ボランティアビューローには２団体の音訳ボランティアグループが
登録しています。それぞれに音訳するものは違いますが、必要な情報を求めて
いる人へ届けるために「根気」と「技術」と「やりがい」を持って頑張っていま
す。音訳ボランティア活動に興味のある方はぜひ講習会にご参加ください。

『発達障がい』という言葉をご存知ですか？
発達凸凹（でこぼこ）とも表現するそうです。

地域に理解の“わ”を広げよう地域に理解の“わ”を広げよう
　平野区社協では、※ハートステッカー事業の取組み
に恊働するとともに、平野区役所からの委託を受け
『発達障がい』に対する理解者を増やす取組みに力を
入れています。

※ハートステッカー事業
とは、『和っしょい！ひら
の（平野区地域福祉アク
ションプラン）』の取組
みです。見た目にはわか
りにくい障がいを正しく
知っていただくために出
前講座を行い、ガイドブ
ックとステッカーを配布
しています。発達障がいってなあに？

不登校・ひきこもりの方への支援

認知症サポーターってご存知ですか？

発達障がいのある方への
支援講座
発達障がいのある方への
支援講座

講演会

＜発達障がい者支援センターにおける相談の現状＞
当センターは平成18年１月に開設されました。発達障がい者支援法で定められた４つのサー
ビス①相談支援②機関支援③就労支援④啓発・研修を実施するとともに連絡協議会の開催
を通じて関係機関の支援ネットワーク構築を目指してきました。相談内容は、発達障がいや診
断のメリットについて知りたい、といったものから、進路相談、パートナーやお子さん、PTAとの
つきあい方についての相談、触法行為までと多岐に渡っています。内容はさまざまですが、周
りの人たちと同じように進むことを青年期まで頑張ってきたご本人・ご家族にとって、途中か
らの進路変更や障がいの受容はやはり厳しいものと思われます。より早期からの周囲の気づ
きと適切な進路指導、そして地域でより多くの方に支えていただくことの大切さを、あらため
て実感しているこの頃です。

３回コース

但し、定員になり次第
受付終了になります。

『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群、その他の広
汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに
類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢におい
て発現するものとして政令で定めるものをいう。

（発達障害者支援法第２条第１項）

とき

３/15

３/29

４/19

基礎的な知識と
平野区での取組み

学校教育の中で
できること

かかわりの実践と
地域への発信

京都市発達障害者支援センター 
かがやき  副センター長  澤月子さん

NPO法人　チャイルズ
代表　是澤 ゆかりさん

大阪市発達障がい者支援センター
エルムおおさか  所長 井上芳子さん

平野区役所　保健福祉センター

1

2

3

内容 講師
無料

要申込

申込不要

平野区ボランティアビューロー

音 訳 活動ってなあに？
おん やく

音訳ボランティアとは？ ー発音・発声・ボイストレーニング

読んでみよう１ー内容を正しく伝えるために（アクセント、滑舌など）

読んでみよう２ー文字を声にして伝えること（聞いてわかる読み方）

読んでみよう３ー実践編（広報ひらの、天声人語などを使って）

やってみよう！ パソコンを使って録音体験

①

②

③

④

⑤

２/27（木）

３/ 6 （木）

３/13（木）

３/20（木）

３/27（木）

音訳ボランティア養成講座

※一時保育はありません。

全５回とも
13：30～15：30

発達障がいのある方への
理解と支援を進めるために

講演会

大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業

　子どもが不登校やひきこもりになったとき、親としてはとても心配になります。
　どうしてわが子が…と思い、落ち込んでしまうかもしれません。
　平野区社協では、不登校・ひきこもりの方への支援
活動として「親の会」等を開催し、支援していきます。 
随時専門家を招き、講演会や相談会なども企画して
いきます。

　発達障がいは障がいのあることが分かりにくく、周囲の正しい理解や支援がないと
「対人恐怖症」「ひきこもり」など二次障がいにつながる恐れがあります。こうしたこと
から、「早期に、適切にサポート」できることが大切です。平野区社協では発達障がい
者への支援活動として「当事者会」「親の会」等を開催し、支援していきます。

　「認知症サポーター」とは、認知症について正しく理解し、認知症の方
やその家族をあたたかく見守る支援者です。地域の方々の正しい理解
と温かい見守りが、認知症になっても住み慣れた地域で
安心して暮らすことができる大きな支えとなります。

◎地域福祉活動コーディネーターとは…
困りごとを抱える人たちの相談や、支援の必要な人への見守り体制を築く
ために、地域のアンテナ役、パイプ（つなぎ）役として、各種団体や専門職、
ボランティアと連携して、地域福祉活動の推進をはかります。

認知症サポーター養成講座

 認知症サポーター養成講座 テキスト

～みんな住み慣れた平野で楽しく安心して
　　　　　暮らしていくでー !! ～  作成しました

「なんやろ？認知症って？？」

認知症サポーター養成講座

知ろう・学ぼう・考えよう！～知ってください 認知症のこと～
認知症サポーター養成講座を受講し、あなたも認知症
サポーターになりませんか？受講された方には、認知症
サポーターとしてオレンジリングをお渡しします。

対　象

50名（先着順）

小学校３年生以上の児童とその保護者
と　き ８月２日（土） １３時３０分～１５時

定　員

平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）ところ

平野区社会福祉協議会　平野区キャラバン・メイト事務局
☎６７９５－２５２５　　　FAX ６７９５－２９２９

申込・問合せ

「認知症キッズサポーター養成講座」

対　象 どなたでも
と　き ９月６日（土）、１１月３０日（木） 

１３時３０分～１５時

「認知症サポーター養成講座」定例開催

「平野区キャラバン・メイト連絡会」協力のもと、認知症をわかりやすく説明した子ども
向けのテキスト「なんやろ？認知症って??」を作成しました。
認知症の症状や、支援・対応方法についてイラストを多く使い、わかりやすく記載して
います。
【平野区キャラバン・メイト連絡会とは】
認知症サポーター養成講座の講師役が「キャラバン・メイト」です。
平野区では65名の方がキャラバン・メイトの登録をされており、毎月連絡会を行い、
さまざまな取り組みを行っています。
※キャラバン・メイトになるには、研修の受講が必要です。

　６月２日、平野北中学校にて「認知症サポーター養成講座」を
開催し、２年生と保護者の約１１０名が受講されました。
　認知症についての講義後、認知症の方への対応アニメ「やっぱ
り笑顔のサブちゃんがいい」のDVD鑑賞や平野区キャラバン・メイト連絡会メンバーと先
生による寸劇、グループワーク等を通して「認知症」について考えていただきました。
　生徒の皆さんから「認知症という病気について知れて良かった」「今回の講座で認知症の
人に、どう対応したら良いかわかった」「やさしく接したい」等の感想を多くいただきました。

上
記
い
ず
れ
も

地域の集会所、学校、商店、会社など
に出張し、「認知症サポーター養成
講座」の出前講座も行っています。
お気軽にお問い合わせください。

平野
平野西
新平野西
平野南
喜連
喜連西
喜連東
喜連北
長吉東部
長吉長原東
長吉六反
長吉六反東
長吉西部
長吉出戸
瓜破
瓜破西
瓜破東
瓜破北
加美
加美南部
加美北
加美東

平野会館内
平野西会館内

平野南会館内
喜連地域集会所内
喜連西老人憩の家内
喜連東地区ネットワーク事務所内
喜連北老人憩の家内
長吉東部会館内

六反会館内
六反東住宅集会所内
長吉長原西第3住宅西集会所内
長吉出戸老人憩の家内
さざ波会館内
瓜破西老人憩の家内
瓜破東第二住宅集会所内
瓜破北連合町会集会所内
加美老人憩の家内
鞍作公園集会所内
加美北老人憩の家内

平野上町2-5-22
平野本町1-10-12

平野南3-11-53
喜連7-6-13
喜連西3-3-6
喜連東3-6-41
喜連1-8-18
長吉六反5-10-19

長吉六反2-10-15
長吉六反5-7-8
瓜破東8-4-19
長吉出戸1-11-19
瓜破7-2-7
瓜破6-2-6
瓜破東2-7-55
瓜破西1-5-25
加美東2-9-3
加美南1-11-20
加美北8-14-7

6791-6662
6796-4678

6705-7100
6797-7038
6705-2700
6797-9600
6700-4100
6706-8431

6701-8818
6790-9075
6701-6585
6701-7655
6702-5600
6790-2240
 
6705-8500
6793-7206
6792-1093
6796-3955

地域名 事務所 所在地 連絡先

開設時間 月～金曜　10時～15時（土・日・祝・年末年始を除く）
地域福祉活動コーディネーター 事務所 ※地域により開設時間

が異なりますのでお
問い合わせください。

地域支援担当　☎6795-2525問合せ

実施報告

参加費
無料

（キッズ向け認知症学習会）

キッズ向け

お気軽にお声かけください

ひらの
●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

ひらの
●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●

※本事業は平野区役所から受託し、実施しています。

現在準備中

現在準備中

現在準備中

誕生

「発達障がいについて
　　　　話し合う会」誕生
～当事者も親も ともに学びませんか～

　不登校やひきこもりで悩んでいるご家族が集まり、学び合い、支えあう「親の会」を開催します。
カウンセラー等の専門家や、不登校・ひきこもり経験者も支援者として参加いただきます。同じ
ような悩みを抱えた方同士つながり、子どものことやご自身のこと等を考えていきませんか？
　一緒に学び、支えあいましょう。

　発達障がいで悩んでいる当事者やご家族が集まり、学び合い、支えあう「当事者会」
「親の会」を開催します。随時専門家を招き、講演会や相談会なども企画していきます。
　一緒に学び、支えあいましょう。

１２月より毎月第１土曜日（初回は１２月６日）
１０時～１２時 ※１月はお休みです

不登校・ひきこもり状態にある子どもの保護者
【支援者として】
本人または子どもが以前不登校であった方
教師、カウンセラーなど専門家の方

と　き

対　象

１２月より毎月第１土曜日（初回は１２月６日）
１３時３０分～１５時３０分 ※１月はお休みです

発達障がいに関心のある保護者、
発達障がい当事者※の方※手帳の有無は問いません。
【支援者として】
専門家の方

と　き

対　象

子育てについて考えよう講演会

講演会

～不登校・ひきこもりの
   子どもたちの心の扉を開ける鍵～

知っていますか？
発達障がいのこと

　子育てについて学び、子どもの心の
扉を開ける鍵をみつけませんか？
　実体験をもとにした、心に響く講演
で大好評です。ぜひご参加ください!!

　発達障がいは「早期に、適切にサポート」できることが
大切です。障がいとなる壁を取り除く、大好評の講演で
す。この講演会でサポートのヒントをみつけませんか？

どなたでも対　象 ９０名（先着順）定　員

いずれも

と　き １１月１日（土） 10時～12時

講　師
きん ば   むねあき

金馬 宗昭さん 【すずかげ教育相談所 所長】
1969年生まれ。奈良大学卒業後、京都の
公立・私立高校にて講師生活を送る。そ
の後、数年のひきこもりを経た後、1998
年にＥＣＣ学園高等学院で勤務。2008年
から2014年までＥＣＣ学園高等学校の教
頭に就任。「不登校・ひきこもりの若年層のためにより心
血を注ぎたい」との思いで退職し「不登校 ひきこもり こ
ころの相談室 すずかげ教育相談所」を設立。著書に自身
のひきこもり経験を綴ったロングセラー「不登校・ひきこ
もりーこころの解説書」がある。

どなたでも対　象 ９０名（先着順）定　員

と　き １１月１日（土） 1３時３０分～1５時３０分

講　師
おか　こうへい

岡  耕平さん 【滋慶医療科学大学院大学 講師】
2007年大阪大学大学院人間科学研究科
博士後期課程を単位取得退学。2006年よ
り日本学術振興会特別研究員を経て、
2007年から2011年まで東京大学先端科
学技術研究センター特任助教。2011年よ
り現職。知的障害のある人のガイドヘルパー、小規模作業
所での作業支援、職場内での就労支援コーディネートの経
験をもとに、テクノロジーの活用や環境調整による障がい
のある人の支援方法とその効果について研究。2005年日
本認知心理学会優秀発表賞、2007年関西心理学会研究
奨励賞、2011年日本職業リハビリテーション学会奨励賞、
2013年ヒューマンインタフェース学会研究会賞受賞。

無料

無料

無料

発達障がい者

約 束 ご と
★会で話された内容は秘密厳守です。
★みなさんが気持ちよくお話できる
よう、個人攻撃や他の方の悪口
は厳禁です。

★聞くだけの参加でもOKです。

約 束 ご と
★会で話された内容は秘密厳守です。
★みなさんが気持ちよくお話できる
よう、個人攻撃や他の方の悪口
は厳禁です。

★聞くだけの参加でもOKです。

平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター内） 大阪市平野区平野東２－１－３０ところ

お電話またはFAXにてお申し込みください　☎6795-2525　　FAX6795-2929申　込いずれも

～支援のポイントってなんだろう～

の方への
     支援

当事者会
親の会

2014.1
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平野区
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少人数で家庭的な雰囲気 より元気に、
より楽しく、より朗らかに

大阪府立東住吉高等学校美術部員のみなさんに
ロゴマークのデザインをしていただきました

平野区老人福祉センター　☎6793-0880  FAX 6793-0868 問合せ

地域支援担当　　☎6795-2525問合せ

地域支援担当（阪井）  ☎6795-2525  FAX 6795-2929問合せ

平野区まちづくりセンター　　　　☎6704-2050問合せ 問合せ

くらしサポートセンター平野　☎6700-9250問合せ

平野区子ども・子育てプラザ　☎6707-0900問合せ

平野区在宅デイサービスセンター (にこにこデイサービス)
（末長・小谷）　☎6795-2525

問合せ

　くらしサポートセンター平野では、就労や生活の困りごとを解決し、
自立した生活が送れるよう、お手伝いをしています。
詳しくはお問い合わせください。

　平野区地域包括支援センターでは地域のみなさまに身近な相談窓口として親しんで
もらえるように、ロゴマークを作成することとなりました。
　キャッチフレーズに合うロゴマークを東住吉高校の美術部のみなさんに考案して
いただき、地域のみなさまの投票により、デザインが決定しました !!
　美術部のみなさま、地域のみなさま、本当にありがとうございました。

　福島県では、福島県東日本大震災子ども支援基金条例を制定し、震災孤児・
遺児の支援のほか、下記の５つの視点から県内全域の子どもたちへの支援が行
われています。

子どもも大人も絵本を楽しもう！
絵本展は、プラザ軽運動室が300冊以上の絵本で一杯になります。
さぁ、いろんな絵本との出会いを楽しんでください。

平野区在宅デイサービスセンター
（にこにこデイサービス）のご案内

平野区から温かい復興支援の気持ちを届けませんか

「ふくしまこども寄附金」について

使用済みインクカートリッジの
収集にご協力のお願い

　平野区社協では、一般社団法人イーコトキャップが参加し
ている「エコキャップ運動」に賛同して、窓口に回収箱を設
置しています。みなさまのご協力により、26年５月～８月の
間に141㎏ものキャップが集まりました。この活動を通じ、
NPO法人「世界の子どもにワクチンを日本委員会」（JVC）
にワクチン募金として寄付されています。ご協力、どうもあ
りがとうございました。

　平成26年７月８日に東住吉高校にて感謝状の授与式を行いました。
　生徒のみなさんがロゴマークの作成を通して、平野区地域包括支援センターの活動を少しでも知り、
高齢者への理解を深め、福祉への関心を持っていただくきっかけとなれば幸いです。

　このプロジェクトは、大阪府工賃向上計画支援事業
の呼びかけで障がい者の施設・事業所が参加し、共同受
注の先駆けとなった事業です。障がいのある人たちが家庭用の使用済みインクカートリッジ
を収集、仕分け作業をすることで、新たな仕事とリサイクルになっています。
　平野区社会福祉協議会ではこのプロジェクトの趣旨に賛同し、平野区の担当である特定
非営利活動法人もなか会　紙再生工房に協力し、窓口に収集ボックスを設置しました。
　紙再生工房は、障がい者の仕事作りとして行っている牛乳パック・大和川のヨシ等を使用
した手すき紙製品の製造販売、障がい者自らが講師として紙すきの授業を行う活動などが評
価され、7月28日に第17回なにわ大賞　ECOライフ特別賞を受賞されました。

対　象

申　込 

申請期間

実施期間

利用枚数

利用料

食事代

利用日

利用時間

自己負担額

支払方法

地域福祉活動コーディネーター事業について

所在地

利用料

所在地

利用日

利用時間

無料（講座・イベントによっては実費を
徴収することもあります）

月～土曜日の10時～ 17時
（日曜日、祝日、年末年始を除く）
平野区加美鞍作1丁目2番26号

と　き

ところ

主　催

10月24日（金）・25日（土） 10時～ 16時
平野区子ども・子育てプラザ　3階 軽運動室
平野区子ども・子育てプラザ、大阪市立平野図書館

平野図書館ボランティアグループ　　　　　　　　　
絵本の読み聞かせ
11時～ 11時30分　

平野区子ども・子育てプラザ

月曜日～金曜日
9時30分～ 15時30分（送迎時間を除く）
要支援 2,259円/月～、要介護 814円/日～

600円/1日

平野
平野西
新平野西
平野南
喜連
喜連西
喜連東
喜連北
長吉東部
長吉長原東
長吉六反
長吉六反東
長吉西部
長吉出戸
瓜破
瓜破西
瓜破東
瓜破北
加美
加美南部
加美北
加美東

平野会館内
平野西会館内
新平野西コミュニティ会館内
平野南会館内
喜連地域集会所内
喜連西老人憩の家内
喜連東地区ネットワーク事務所内
喜連北老人憩の家内
長吉東部会館内

六反会館内
六反東住宅集会所内
長吉長原西第3住宅西集会所内
長吉出戸老人憩の家内
さざ波会館内
瓜破西老人憩の家内
瓜破東第二住宅集会所内
瓜破北連合町会集会所内
加美老人憩の家内
鞍作公園集会所内
加美北老人憩の家内
加美東老人憩の家内

平野上町2-5-22
平野本町1-10-12
背戸口3-3-12
平野南3-11-53
喜連7-6-13
喜連西3-3-6
喜連東3-6-41
喜連1-8-18
長吉六反5-10-19

長吉六反2-10-15
長吉六反5-7-8
瓜破東8-4-19
長吉出戸1-11-19
瓜破7-2-7
瓜破6-2-6
瓜破東2-7-55
瓜破西1-5-25
加美東2-9-3
加美南1-11-20
加美北8-14-7
加美東5-7-13

6791-6662
6796-4678
6701-2420
6705-7100
6797-7038
6705-2700
6797-9600
6700-4100
6706-8431

6701-8818
6790-9075
6701-6585
6701-7655
6702-5600
6790-2240
090-7496-2104
6705-8500
6793-7206
6792-1093
6796-3955
6792-3321

地域名 事務所 住　所 連絡先

開設時間 月～金曜　10時～15時（土・日・祝・年末年始を除く）
地域福祉活動コーディネーター 事務所 ※地域により開設時間

が異なりますのでお
問い合わせください。

現在準備中

地域支援担当　☎6795-2525問合せ

地域福祉活動コーディネーターとは…
困りごとを抱える人たちの相談や、支援の必要な人への見守り体制を築く
ために、地域のアンテナ役、パイプ（つなぎ）役として、各種団体や専門職、
ボランティアと連携して地域福祉活動の推進をはかります

　自宅にいるような居心地のいい、来るのが楽しみなデイサー
ビスをめざし送迎、健康チェック、入浴、食事、季節の行事等
のサービスを提供しています。
　住み慣れたこのまちでの暮らしを「にこにこデイサービス」
がお手伝いします。
　見学や体験利用も随時受け付けています。
　お気軽にお問い合わせください。

　平野区でも、～子どもたちを笑顔にしよう～プロジェクトが
7月1日から立ち上がり、平野、喜連東の地域行事で、募金活動
にご協力いただきました。NPOや企業等のご支援の輪も徐々に
広がってきています。ご理解、ご協力をよろしくお願いします。

　老人福祉センターは高齢者（市内在住で60歳以上の方）に健康
で楽しい生活を送っていただくために、各種同好会や短期講座、
講演会、お誕生日お祝い会など、さまざまな事業を行っています。
ぜひお越しください。
※ご利用には、利用登録が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

くらしサポートセンター平野
のご案内

❶
悩みごと・心配事を
お聞かせください。
ご一緒に課題を整理
していきます。

❷
課題を解決するため
のプランを作成しま
しょう。
具体的な目標を一緒
に考えます。

❸
課題を解決しながら
自立をめざしましょ
う。
仕事が決まった後も、
必要に応じてサポー
トを行ないます。

月～金曜日の9時～ 17時30分　
※祝日、年末年始を除く
平野区役所 1階 19番窓口 
（平野区背戸口3-8-19）

インクカートリッジecoプロジェクト

特定非営利活動法人もなか会　
　　　　　　　　紙再生工房　http://www.kamisaisei.org  ☎6794-3871

絵  本  展

①災害・避難等により不便を強いられている子どもへの支援　②子どもたちの将来につながる取組
③子どもたち及び保護者が元気になる取組　④子どもたちのふるさと福島への愛着心を醸成する取組
⑤子どもたちの本県復興への参画

※福島県ホームページに概要が掲載されていますので、ご覧ください。
URL：http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/kifu.html

平野区内にお住まいで寝具の衛生管理が困難な、65歳以上の
「ひとり暮らし」及び「高齢者のみの世帯」のうち、「介護保険
の要介護４または５の認定」を受けている方

11月4日(火) ～ 11月15日(土)
Ｈ27年1月13日(火）～30日(金)の期間で、ご希望の日時を、
実施業者にご連絡ください。調整により回収日を決定していた
だきます。
※申請受付後、後日通知書をお送りいたしますので、申請(代行)
者より実施業者と連絡を取っていただき、調整により回収日
を決定していただきます。

【洗濯に要する期間として、１週間程度お預かりします】

1人あたり布団２枚まで
丸洗い乾燥：掛布団1枚1,000円・敷布団1枚1,000円
※代わりのふとんが必要な方にはレンタルもあります
レンタル料（掛・敷布団）各200円
ふとん回収時、業者に直接お支払いください

所定の申請用紙に必要事項等を記入し、平野区社会福祉協議会
までお申込みください。
※介護保険証を提示いただく場合があります。

☎6795-1666  FAX 6795-1660平野区地域包括支援センター 平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）内問合せ

平野区地域包括支援センター  
生活困窮者自立促進支援モデル事業

ふとん丸洗い
サービス
ふとん丸洗い
サービス

平野区老人福祉センター

ご家族で、お友達と
一緒に！
どなたでも、ご参加
いただけます。

エコキャップ運動に
ご協力ありがとうございました

各地域に「地域福祉活動コーディネーター」を順次配置しており、平
成26年10月現在、21の地域で活動しています。

寄附を
ご検討の方は

送迎ドライバー募集中　　　詳しくはお問い合わせください。

（大阪市委託事業）

感謝状の授与式

「音訳ボランティアグループわたの実」のご協力により、当紙面の音声デ
ータCDを作成しています。CDをご希望の方はご連絡ください。

～  ロゴマーク決定!! ～



参加費
無料

対　象 子ども好き、機械・おもちゃ・裁縫が好き！で全４回受講可能な方

２０名（多数の場合抽選）定　員

電話、ＦＡＸ、メールにて
「講座名、氏名、住所、電話番号」をお伝えください。

申　込

７月２２日（火）～８月１１日（月）申込期間

平野区社会福祉協議会／平野区子ども・子育てプラザ主　催

おおさか・おもちゃ病院協議会のみなさん講　師

西成区社協 検 索

　平野区社会福祉協議会は、誰もが「安心して暮らせる福祉のまちづ
くり」を大きな目的として、福祉事業を推進しています。 
　活動にご賛同いただき、賛助会員としてご協力をお願いいたします！！

　平成２６年１月から６月までの間に、次の方々より、平野区社会福祉協
議会 善意銀行への預託をいただきました。
　皆様のお気持ちに感謝いたしますとともに、区内の福祉充実のため
に有効に活用させていただきます。

●善意銀行への預託
　《金銭預託》　区社協ボランティアビューロー (イベント参加売上金）・
　　　　　　　区社協手芸クラブ
　《物品預託》　ソフトバレーチャリティ実行委員会…車いす３台
　　　　　　　大阪府理容生活衛生同業組合…車いす５台
　　　　　　　(株)小林新聞舗…車いす１台
　　　　　　　匿名…電子ピアノ（指定預託）
●善意銀行の払出
　《物品払出》　１～６月
　　車いす：特養愛和、加美憩の家、区社協貸出事業、
　　　　　　区社協デイサービス事業
　　電子ピアノ：区社協おもちゃ図書館事業　　　（順不同、敬称略）
※善意銀行への預託は、税法上(所得税・市民税)の寄付金控除の対象になります。●直接窓口へお越しいただくか、郵便局の下記口座へお振込みください。

　［加入者名］　社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会
　［口座番号］　００９７０－８－１３９１８０

地域福祉活動コーディネーターが
配置されました

平野区ボランティアビューロー

“賛助会員”募集！！

善  意  銀  行
～ご寄付ありがとうございます～

大阪市平野区地域福祉活動コーディネーター事業

　子どもから高齢者まで　地域に住む誰もが自分らしく、安心で安全に暮らせる助け合いのまちづくりをめざし、
４月より概ね小学校下ごとの圏域に「地域福祉活動コーディネーター」を順次配置しています。

○地域福祉活動コーディネーターとは…
困りごとを抱える人たちの相談や、支援の必要な人への見守り体制を構築
するために、地域のアンテナ役、パイプ（つなぎ）役として、各種団体や専門
職、ボランティアと連携して、地域福祉活動の推進をはかります。

■困りごとを抱える方を見つけるアンテナ役
　近所に気になる方が住んでいる・・・そんな方を早
期に発見し、対応します。

■ふれあいの場、支え合う場づくり
　ふれあい喫茶、食事サービスなどの活動に参画し、
地域のみなさんのふれあいの場をつくり、困りごとを
支える関係を築きます。

■福祉サービスとのパイプ役
　さまざまな相談を受け、地域にお住いのみなさんと、各
種団体や関係機関等をつなぎます。
■いきがいづくり
　閉じこもりがちで外に出る機会が無い、地域で活動し
たい・・・そんな思いを持たれている方のいきがいの場
を提供します。
■広報啓発・研修のお知らせなど
　各地域が実施するさまざまな活動を、広く地域にお住
いの方へ情報を提供するため、広報活動や、研修のお知
らせをします。

さまざまな場面で活動中
平野
平野西
新平野西
平野南
喜連
喜連西
喜連東
喜連北
長吉東部
長吉長原東
長吉六反
長吉六反東
長吉西部
長吉出戸
瓜破
瓜破西
瓜破東
瓜破北
加美
加美南部
加美北
加美東

平野会館内
平野西会館内
新平野コミュニティ会館
平野南会館内
喜連地域集会所内
喜連西老人憩の家内
喜連東地区ネットワーク事務所内
喜連北老人憩の家内
長吉東部会館内
現在準備中
六反会館内
六反東住宅集会所内
長原西第三住宅集会所
長吉出戸老人憩の家内
さざ波会館内
瓜破西老人憩の家内
瓜破東第二住宅集会所内
瓜破北連合町会集会所内
加美老人憩の家内
鞍作公園集会所内
加美北老人憩の家内
現在準備中

平野上町2-5-22
平野本町1-10-12
背戸口3-3-12
平野南3-11-53
喜連7-6-13
喜連西3-3-6
喜連東3-6-41
喜連1-8-18
長吉六反5-10-19
現在準備中
長吉六反2-10-15
長吉六反5-7-8
瓜破東8-4-19
長吉出戸1-11-19
瓜破7-2-7
瓜破6-2-6
瓜破東2-7-55
瓜破西1-5-25
加美東2-9-3
加美南部1-11-20
加美北1-11-20
現在準備中

6791-6662
6796-4678
6701-2420
6705-7100
6797-7038
6705-2700
6797-9600
6700-4100
6706-8431
現在準備中
6701-8818
6790-9075
現在準備中
6701-7655
6702-5600
6790-2240
6701-6585
6705-8500
6793-7206
6792-1093
6796-3955
現在準備中

地域名 事務所 所在地 連絡先

開設時間 月～金曜　10時～15時（土・日・祝・年末年始を除く）
地域福祉活動コーディネーター 事務所 ※地域により開設時間

が異なりますのでお
問い合わせください。

地域支援担当　☎6795-2525問合せ

地域支援担当　☎６７９５-２５２５問合せ

“善意銀行”にご協力をお願いします！ 共同募金の配分金は、
“地域福祉の大きな力!”

地域支援担当　☎６７９５-２５２５問合せ

ひらの・おもちゃドクターひらの・おもちゃ病院の開院にむけて
～おもちゃ病院開院にむけて～

平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）内　平野区ボランティアビューロー
☎６７９５-２２００　ＦＡＸ ６７９５-２９２９　Eメール nico-nico.c@3sweb.ne.jp

申込・問合せ

と　き

８月２３日（土）
　10時～12時

８月30日（土）
　10時～12時

9月 6 日（土）
　10時～12時

9月1３日（土）
　10時～12時

おもちゃ病院について
ボランティア活動とは

おもちゃの分解と修理　Ⅰ

おもちゃの分解と修理　Ⅱ

おもちゃの分解と修理　Ⅲ

平野区在宅サービスセンター
（平野東２－１－３０）

平野区在宅サービスセンター
（平野東２－１－３０）

平野区在宅サービスセンター
（平野東２－１－３０）

平野区子ども・子育てプラザ
（瓜破３－３－６４）

1

2

3

4

内　容 と こ ろ

【編集・発行】
社会福祉法人　大阪市平野区社会福祉協議会
〒547-0043　大阪市平野区平野東２丁目１番30号
平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）
☎ 6795-2525　FAX 6795-2929
ホームページ　http://hirano.kusyakyou.or.jp

年　 会　 費
個　 　人   ・・・一口　  1,000円
法人・団体 ・・・一口　10,000円
    ※ただし、口数に制限はありません。
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平野区
社会福祉協議会

養 成 講 座

　平野区社会福祉協議会では、皆さまからの善意のご寄付をお預かり
し(預託)、区内の各種社会福祉活動に有効に活用(払い出し)していく
ため、善意銀行を運営しています。 　毎年実施されます「赤い羽根共同募金」にご協力

いただきまして、誠にありがとうございました。
　当区社協も、寄付金より下記のとおり配分金を活
用し、各種事業を行なっています。  

●冠婚葬祭の簡素化を図り、節約した経費を
●会社、工場、商店、団体などの記念行事にともなう収益を
●内祝いや香典返しなどを省略して
●自家工場の製品や商店の整理品（中古衣類を除く）などを…
●福祉に役立てたい金銭を　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お寄せください！

た
と
え
ば…

※10万円以上の預託者に対し、感謝状を贈呈します。
※善意銀行への預託は、税法上の寄付金控除の対象となります。

2,972,400

780,000

419,694

684,614

4,856,708

地区・校下社協助成金

「敬老月間事業」
（金婚夫婦などお祝品の贈呈）一部

合　計

団体助成金「青少年健全育成及び
非行防止活動事業」「手話講習会」
「子ども会事業」他１２事業
区社協事業「送迎サービス事業」
「おもちゃ図書館事業」「布団乾燥・
丸洗いサービス事業」他１事業

支　出 金　額

4,649,424

207,284

4,856,708

地域配分金

合　計

その他特別配分

収　入 金　額
◆平成２５年度  共同募金配分金による事業（報告）◆

2,740,000

800,000

835,000

803,198

5,178,198

地区・校下社協助成金

「敬老月間事業」
（金婚夫婦などお祝品の贈呈）

合　計

団体助成金「中学生ＪＯＹＪＯＹ事業」
「こども映画のつどい事業」
「手話講習会」他１３事業
区社協事業「子ども向け認知症テキ
スト作成事業」「送迎サービス事業」
「子育てフェスタ」他４事業

支　出 金　額

4,429,351

748,847

5,178,198

地域配分金

合　計

その他特別配分

収　入 金　額
◆平成２6年度  共同募金配分金による事業（予算）◆

※配分事業内容などは、赤い羽根データベース「はねっと」で公表されています。
http://www.akaihane.or.jp/hanett/

　おもちゃ病院では、子どもたちの壊れたおもちゃをボランティアが無料で修理
します。おもちゃ病院で活躍するおもちゃドクターは、壊れたおもちゃをなおすこ
とで子どもたちの物を大切にするこころを育て、たくさんの笑顔に出会えるボラ
ンティアです。

　現在、日本おもちゃ病院に登録しているドクター約１２００名
が全国で活躍しています。全国におもちゃ病院の輪が広がるな
か、平野区社会福祉協議会では「ひらの・おもちゃドクター養
成講座」を８月より全４回で開催しました。活動に関心がある方
が多数集まり、おもちゃ修理に必要な基本的な知識や技術を
学びました。講座を修了した約２０名のドクターが「ひらの・お
もちゃ病院」の開院にむけて準備中です。ご期待ください。

　毎年恒例のミニ夏祭りを９月１３日
（土）ににこにこセンターで開催し、
子どもや保護者、ボランティアグル
ープ「にこにこ会」のみなさんが集ま
り、大盛況に終わりました。
　かき氷・たません・ミルクせんべい
などの屋台を楽しみ、大人も子ども
も笑顔で過ごせたひとときでした。

送迎ボランティア募集しています
　運転免許を取得している方で、ボランティア活動
に興味のある方は送迎ボランティアとして活動が行
えます。送迎サービス事業の運転手として活動して
みませんか？
　送迎サービス事業は、車いすを使用しなければ外
出が困難な高齢者や障がいを持つ方を対象に車い
す対応自動車で送迎を行うことにより、自主的な外
出・社会参加を支援するひとつです。この事業には、車両貸出しとボランティア
が運転を行う送迎サービス事業があります。送迎ボランティアさんは事業を利
用される高齢者や障がい者の方たちと活動を通して交流し、会話を楽しみ、やり
がいを感じています。

　障がいがあるためにお友達と一緒に遊
ぶことが苦手な子どもさんのために安心
してのびのび自由に遊べる場所を提供し
ています。また、保護者の方が情報交換で
きるところです。

ところ 平野区在宅サービスセンター（にこにこセンター）
３階会議室

と　き 毎月第２・４土曜日（10時30分～14時）

おもちゃ図書館『にこっと』では

今年も、おもちゃ
図書館

  『にこっと』夏祭
りを

　　　　　　　
 開催しました

　こころの病気は他の人から理解されにくく、ご近所にも
困っている人がいるかもしれません。まず、こころの病につ
いて知ることからはじめませんか？
　講座では精神科医師より「こころの病を持つ方の理解と
接し方」を学び、施設見学・実習を通して、精神保健福祉ボ
ランティア活動を体験できます。
　また、受講後に活動を希望される方は精神保健福祉ボラ
ンティアグループ「ユニコーン」と一緒に、ふれあい交流活
動に参加することができます。誰もが住みやすい、やさしい
まちになるように、一人でも理解者が増えるよう願っていま
す。
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