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夜になっても洗濯物が
干したままになっている

払出先の募集
「地域福祉・社会貢献」活動応援資金

平成28年度 善意銀行払出（助成）

見守りメールが始まりました！
地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

平野区見守り相談室（伊藤・濱西・村橋・山本・部川）☎6795-2577 FAX 6795-2929問合せ 地域支援担当 ☎6795-2525問合せ
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ゆるやかな見守りの輪を広げよう

ゆるやかな見守りで
「安心のまち ひらの」をめざして

　区社協では、市民・団体・企業のみなさまか
ら預託された「善意銀行」の払い出し（助成）
の一つとして、「地域福祉・社会貢献」活動助
成金を設けており、助成先を募集しています。　大阪市より委託を受けて実施し

ている「認知症高齢者等見守りメ
ール」です。
　平成28年４月から見守りメー
ルの事前登録が始まりました。
　徘徊により行方不明になった
時、いち早く発見保護するために
見守りメールを活用しませんか？

平野区内で「地域福祉・社会貢献」活
動を行っている法人・団体・グループ
対　象

１件５万円以内払出額

平野区内で社会福祉や福祉施
設などで行われる社会福祉の増進や地域社
会に貢献することを目的とした自発的な活動

対象となる活動

見守りメールとは？
警察署

登録者の
家族等

①ま
ずは
警察
署に
連絡

③メ
ール
・F
AX

④発
見・
通報

④発見・通報

②捜索依頼⑤発見連絡 見守り相談室

協力者
登録者

登下校
子どもの見守り隊

「あいさつ」や
「声かけ」

暮らしを
気にかける

暮らしの中の“ちょっとした気づかい”が“見守り活動”です
「いつもと何か違うかも？」という変化に気づくことが見守り活動につながります。

　異変に気づいたら、区社協（見守り相談室）、地域福祉活動コー
ディネーター、地域包括支援センターなどに連絡しましょう。
　見守り活動は、住民同士でつながりあうきっかけであり、お互
いに支えあいながら暮らしていくことができる地域づくりをす
すめるために、大切な取り組みです。

たとえば、こんなことに気づくことが見守りに…

見守り隊

おはよう
あら～久しぶり
最近
どうしてんの？

ありがとう、
元気に
してるわぁ

あれ、
どうしたのかな

窓、カーテンが
何日も開けっ放し、
または閉めっ放しに
なっている

あいさつや声かけの
様子がいつもと違う

新聞、郵便物が
たまっている

数日姿を
見かけない

暗くなっても
灯りがつかない

事前登録

気づきのサインは
ほかにもあります
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地域支援担当：⻆田・阪井　☎6795-2525問合せ

平野区子ども・子育てプラザ  では、こんなことをやってます
　乳幼児親子や児童が、安全で安心して気軽に遊びに来れるところです。遊具で遊べる部屋や児童が自由に遊べる部屋などを利用していただけます。
乳幼児親子や児童を対象にした講座やイベントを開催しています。「どんなところかな～？」と思っていただけたら、ぜひ一度遊びに来てください。

　乳幼児親子対象の自由遊びの広場です。
　楽しい行事も、たくさん開催しています。

【利用できるのは】
　火曜日～土曜日　９：30～14：30

【つどいの広場】
　児童（小・中・高校生）に遊び場を開放してお
り、軽運動室が使用できる他、パズルやまんが・
ボードゲームなど、いろいろ揃えています。イ
ベントや工作教室など、行事も開催しています。

【利用できるのは】
　火曜日～日曜日　10：00～12：00
　　　　　　　　　13：00～17：00
� （※日曜日は16：30まで）

【児童健全育成事業】

　みんなで食べると、おいしいよ！
【利用できるのは】
　火曜日～土曜日　11：00～14：00

【ランチルーム】　乳幼児・小学生親子を対象にし
た「親子ひろば」です。
【利用できるのは】
　第２・４日曜日　９：30～13：00

【ファミリー ・デー】

平野区子ども・子育てプラザ　ファミリー・サポート・センター平野（ファミサポ）申込み・問合せ
〒547-0024　大阪市平野区瓜破３-３-64所在地 （子育てプラザ）6707-0900　（ファミサポ）6707-0930ＴＥＬ・FAX

　現在、長吉六反地域では、だんじり運営委員会が地域活動
協議会の構成団体として地域の運営に参画し、連合振興町会や社会
福祉協議会が実施する事業の各般で協働しています。
　長吉六反地域では、だんじりの大修理が完了し、今年は10月15
日（土）、16日（日）にだんじりの曳行があります。
　昭和40年代、団地や住宅が次々と建ち、田園風景が住宅地へと
町並みが変わっていく中、子どもたちが地域に愛着を持ち、健やか
に育ってほしいとの願いから、町会の人たちが中心となって話し合
い、昭和56年にだんじり曳行が始まりました。これまで、国・府・
市の主催イベントにも参加されてい
ます。
　長吉六反連合振興町会長の豊田幸
一さんは、「だんじりを通じ、人と
人とがつながり、地域の活動に関心
を持っていただき、さまざまな協力
を依頼したい」といいます。
〈つながりを大切にしたい〉
　長吉六反地域ではだんじりが世代を超えたつながりを生み、将来
の地域の活動を支える担い手が育まれています。

　喜連地域では、長年に
わたり、地域にある農地を活用
し、地元の保育園や小学校との
多世代の交流のひとつとして、
「ふれあい農園」を実施してい
ます。
　現在のふれあい農園では、地
域のボランティアの方が育てた
じゃがいもを喜連小学校５年生の児童と地域のボランティアさんと
一緒に収穫します。じゃがいもを掘り起しながら、カエルやミミズと
いった生き物ともふれあい、地域での思い出や、愛着を育んでいます。
〈子供たちになにか残してあげたくて…〉
　以前は当たり前の風景として残っていた田畑には、マンションや
新しい住宅が建ち、子どもたちが実際に「見て・ふれる」機会が少
なくなっている時代だからこそ、じゃがいもの収穫体験をさせてあ
げたい」と、おっしゃるのは喜連地域の会長、黒田哲志さん。
　野菜の収穫だけでなく、子どもたちと地域のみなさんが和気あい
あいと交流する姿を、道行く人が微笑みながら立ち止まり見守って
いました。

地域　   動ニュース活 VOL.4

長吉
六反

地域への愛着と誇り－世代をつなぐだんじり 喜連 多世代のつながりづくり－ふれあい農園について

【ファミリー・サポート・センター平野】

　よちよち歩き（概ね�１歳６か月）までの赤
ちゃんが遊べる部屋です。
　のんびり・ゆったり、赤ちゃん
と過ごしてください。
【利用できるのは】
　火曜日～日曜日　９：30～17：00

【赤ちゃんルーム】

毎月第２・４土曜日（10:30～14:00）開催日時 担当：小谷・小林　☎6795-2525問合せ

平野区社会福祉協議会（にこにこセンター）３階会議室場所

　障がいがあったり、お友だちといっしょに遊ぶことが苦手なお子さんのために、安心してのびのびと自由に遊べ
る場所を提供しています。他のお友だちやボランティアさんとふれあいながら、遊びや行事をとおしてさまざまな
人との関わりが経験できる場です。また、保護者のみなさんにとっても、共感できるお友だちができたり、情報交
換したりホッと一息つけるところになっています。

子育てサロンやグループさんにおもちゃの貸出可！ボランティアさん募集中です！学生さんも大歓迎！

同じような悩みを抱えた人同士、一緒に学びあい、支えあいましょう！

不登校・ひきこもり親の会 （親の会、
　当事者の会）発達障がいについて話し合う会

　不登校やひきこもりで悩んでいる親などご家
族の方が集まり、学び合い、支えあう親の会を開
催しています。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
ただいています。

　「子どもの発育が気になる」「人とうまく関われず、仕事
ができない」など、発達障がいで悩んでいる親などご家族の
方、発達障がい当事者の方を対象に、
開催しています。さまざまな専門家
にもご参加いただいています。

日　時 毎月第１土曜日
　　10:00～12:00
不登校・ひきこもり状態に
ある子どもの保護者

対　象

日　時 毎月第１土曜日
　　13:30～15:30
発達障がいについて関心のある保護者、
発達障がい当事者の方　※手帳の有無は必要ありません。

対　象

平野区社会福祉協議会（にこにこセンター）３階会議室場　所無料参加費いずれも

参 加 者 募 集

　保育所・幼稚園の送迎や、保護者の急用など
で、子どもを「預けたい人」と「預かりたい人」

が会員登録し、お互い子育てを支
え合う相互援助活動です。詳しく
は、センターまでお問い合わせく
ださい。（事前に登録が必要です。）
☎6707-0930

おもちゃ図書館「にこっと」においでよ～親と子がいろんな
� お友だちと出会える場～慈善バザー開催と

品物提供のお願い

（手作りおもちゃ・スタンプ遊び
季節行事（節分・お雛様・七夕等）
お誕生日会・すくすく測定
ボールプールで遊ぼうなど ）

８月28日（日）11:00からと　
　き

新聞屋さん博物館前にて
（平野本町４-12-３）中央本通り全興寺となり

と 　こ　 ろ

　慈善バザー【主催：（株）小林新聞舗】開
催のために、ご家庭で眠っている品物（新
品）の提供をお願いします。
　品物は８月22日（月）までに小林新聞舗
本店（流町1-4-1）
へお届けください。
この収益金は全額車
いすの購入にあてら
れ、区社協へ贈呈し
ていただいています。

（株）小林新聞舗　☎6799-0363問合せ

（おやつ作り・工作教室・卓球教室お楽しみ会・ゲーム大会など ）
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地域福祉活動
� コーディネーターは

平野区老人福祉センター

熊本地震 復興支援の取組

★子育てに不安…

★独り暮らしで、
　人と関わりが少ない…

★そして、お話を聞いて、
　一緒に考え…

問合せ 担当：下出・内野 ☎6795-2525

　市内在住の60歳以上の方ならどなた
でもご利用いただけます。
　各種同好会や短期講座・イベントな
ど、さまざまな事業をおこなっています
ので、ぜひセンターへお越しください。

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

たくさんの仲間と元気に楽しく過ごしませんか？

生きがい
づくり

仲　間
づくり健　康

づくり

平野区加美鞍作１-２-26所 在 地

★�その他いろいろな行事を計画しています。
　�詳細は毎月月末に発行している「センター
だより」をご覧ください
※ご利用には、登録が必要です。
　詳しくはお問い合わせください。

●誕生お祝い会（奇数月に開催）
今後の行事予定

平野区地域包括支援センター

　平野区地域包括支援センターでは、住民のみなさ
んにより身近な窓口として親しんでいただくため、
キャッチフレーズとロゴマークをつくっています。

　地域包括支援センターは、高齢者のための
総合相談窓口です。

問合せ
平野区地域包括支援センター
☎6795-1666  FAX 6795-1660

キャッチフレーズは

あなたによりそう
� 手と手がつながる

［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

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。

〝住民・賛助会員〟を募集しています！

◦�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。

　平野区社会福祉協議会は、誰もが「住み慣れた地域で、
安心して暮らせる福祉のまちづくり」をめざして、福祉事業
を推進しています。
　その活動は、各種補助金や共同募金配分金の他、寄付金
や会費によって成り立っています。より充実した活動を展開
できるよう、活動にご賛同いただき、住民・賛助会員とし
てご協力をお願いいたします！！

問合せ 地域支援担当：竹中　☎６７９５-２５２５

　４月14日に熊本県の広い範囲で強い地震が発生し、多くの方が被災されまし
た。平野区社会福祉協議会では、関係機関や区民の皆さんと連携、協働し、復興支
援の取組を行っています。

善意の募金は中央共同募金会を
通じて被災地へお届けします

親子で集える場所や
支援機関などの情報を
提供します。

「ふれあい喫茶」「食事サービ
スなど」にお誘いします。

ゆるやかな見守り
を大切にしなが
ら、必要に応じて、
専門機関にもおつ
なぎします。

　社会福祉協議会では、全国の都道府県市町村社協のネットワークを活かし、災
害時には被災地社協から応援要請を受け、職員の派遣を行っています。平野区社
協では磯田純平（第１クール）を熊本県菊陽町、⻆田達哉（第11クール）を熊
本市の各災害ボランティアセンターへ派遣し、被災者の要望の聞き取り、現場の
調査やボランティアの受付、調整等の支援に従事しました。
　区民の皆さんにおかれましては、被災された方が１日でも早く元の生活を取り
戻せるよう、息の長い支援にご理解、ご協力をよろしくお願いします。

被災現地への職員派遣２

街頭募金活動

　ボランティアのご協力を得て、職員ととも
に募金活動を行いました。

義援金募金活動の実施１

義援金合計　116,520円

４月23日（土）
　実施場所：平野区社協前
５月12日（木）
　実施場所：喜連瓜破駅前交差点付近

街頭募金

設置場所：平野区社協ロビー
募金箱の設置

こんなことをしています!!

地域とともに

どうぞ、お気軽にご相談ください

　なお、地域包括支援セ
ンターは平野区内に５カ
所あり、お住いの地域ご
とに担当の窓口がござい
ます。

6795-1666
平野区地域包括支援センター

4392-7436
瓜破地域包括支援センター

6797-0555
喜連地域包括支援センター

4303-7703
加美地域包括支援センター

6769-0036
長吉地域包括支援センター

無料利用料 （講座・イベントによって実費をいただくこともあります）
月～土曜日10：00～17：00利用時間
（日曜日・祝日・年末年始を除く）

平野区老人クラブ
会員募集中！！

�区内居住者のおおむね60
歳以上の方ならどなたでも
加入が出来ます。

対
象

※�キャッチフレーズは区民
の方、ロゴマークは東住
吉高校の生徒のみなさん
に考案していただき、決
定しました。ご協力あり
がとうございました。

ロゴマーク
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平野区ボランティア・市民活動センターです!!
～はじめの一歩！やさしく聴く～

「傾聴」ボランティア養成講座
受講者募集中

施設・団体のためのボランティアコーディネート講座

開催日時、内容

第１回 7/22（金） 10：00～12：00 オリエンテーション講義
およびロールプレイ①

第２回 7/29（金） 10：00～11：30 講義およびロールプレイ②

第３回 8/ ５（金） 10：00～11：30 講義およびロールプレイ③

第４回 8/19（金） 10：00～12：00 実習（施設にて傾聴体験）

定　　員 20名（先着順） 締 切 日 ７月19日（火）
申込方法 電話またはFAX、Eメールにてお申込みください

対　　象 「傾聴」ボランティア活動に興味のある方、中高大学生も歓迎！
※全４回受講できる方
　�おおむね５歳以上の幼児、小学生のプレイスペース有
　（保育ボランティアあり：要事前申込、定員5名）

場　　所 平野区社会福祉協議会（にこにこセンター）３階会議室及び近隣施設

日　　時 ８月26日（金）13：30～16：30
場　　所 平野区社会福祉協議会 詳細は本会ホームページをご覧ください。

ひらのボラセン情報コーナーが新しくなりました！

家族や友人の運転で
� 外出してみませんか？

　次に該当する方は８月５日（金）までに本人またはご家族の方が、各地
区社会福祉協議会会長を通じてお申込みください。

◦�金婚夫婦（昭和40年９月16日～昭和
41年９月15日までに結婚された夫婦）

　…表彰状・記念品贈呈

◦�99歳（白寿）の方（大正５年９月16日～
大正６年９月15日までに生まれた方）

　…祝品贈呈

問合せ 地域支援担当：竹中　☎6795-2525

金婚夫婦・99歳（白寿）の方へ
祝品・表彰状をお贈りします

申込み
問合せ

平野区社会福祉協議会 平野区ボランティア・市民活動センター　担当：小谷・小林
平野区平野東2-1-30　☎6795-2525（2200）　FAX 6795-2929　 Eメール nico-nico.c@３sweb.ne.jp

申込み
問合せ

平野区キャラバン・メイト連絡会 事務局まで
（平野区社会福祉協議会：山本・村橋）
☎6795-2525　FAX 6795-2929

※開催場所がそれぞれ異なりますので、ご注意ください。

　認知症サポーターとは、「認知症を正しく理解し、認
知症の方を温かく見守る応援者」です。どのような病気
なのか、認知症の方や家族の方を応援したいとお考えの
方ぜひお気軽にご参加ください。

　交流会は講座を受講していただいたあ
とのサポーター同士の交流と、次なるス
テップアップにつなげていただくための
研修です。

認知症サポーター養成講座・交流会2016年度
予定表

認知症サポーター養成講座

９月10日（土）14：00～15：30 グループホーム花の里
11月11日（金）18：00～19：30 すこやかデイサービスセンターアン
２月18日（土）13：30～15：00 平野区社会福祉協議会

（にこにこセンター）

８月５日（金）18：30～20：00 クサベ在宅サービス
日　　時 開催場所

認知症サポーター交流会

平野区社会福祉協議会
（にこにこセンター）

９月17日（土）13：30～15：00

平野区社会福祉協議会
（にこにこセンター）

３月18日（土）13：30～15：00
12月10日（土）14：00～15：30 博寿荘

日　　時 開催場所

　平野区在住で、車いすを使用しなければ
外出できない方（ご家族）に、区社協で所
有する福祉車両を無料で貸出しています。

　“ひらのボラセン”情報コーナーの
壁面に掲示パネルを設置しました。ボ
ランティア、市民活動団体の広報など
に活用してください。 

　印刷機が高速フルカラープリンター
になりました！

※�ご家族が車を運転できない場合は、ボランテ
ィア・市民活動センターに登録するボランテ
ィアさんをご紹介することもできますので、
ご相談ください。

　後部スロープから車いすの
まま乗車できます。
　車いすから降りる必要がな
いのでご本人や家族の負担が
軽くなります。

※�ご利用については、登録が必要になります。

※�ご利用については、ひらのボラセンまで
お問い合せください。

　平成28年１月から５月までの間に、次の方々から、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。
　みなさま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。（順不同・敬称略）
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※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。

●善意銀行への金銭預託
 ■南信子
� ■大阪府宅建建物取引業協会なにわ阪南支部
� ■フランスベッド労働組合
●善意銀行の物品預託・払出
 ■ソフト・バレーチャリティ実行委員会
　　　　　　　　　　��－車いす２台（長吉西部地域・長吉東部地域へ払出）
� ■（株）小林新聞舗－車いす１台
� ■�NPO法人スバル－プロジェクター・ホワイトボード等事務機器類
� （区社協への指定預託）
� ■�瓜破北連合町会－遊具２点（おもちゃ図書館への指定預託）
� ■�匿名希望－中学１年～３年数学教科書（贈呈希望者指定預託）
� ■�伊藤久美子－お米３㎏（生活困窮者への指定預託）

地域支援担当：竹中　☎６７９５-２５２５問合せ


