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平野区民ホール １階

第３回 全員集合！

ボラセンまつり
「全員集合！ボラセンまつり」をきっかけにボランティア活動を
知っていただき、よりたくさんの人とつながりましょう！

みなさんお誘いあわせの上、ぜひぜひお越しください!!

楽器演奏、キッズフラダンス、コーラス、
ゴスペル、新舞踊、民謡、創作阿波踊り、
手話歌、歌体操、動く紙芝居etc.

ステージパフォーマンス

おりがみ
手づくりおもちゃ
点訳体験etc.

ワークショップコーナー 人気のプラレール、
おもちゃの修理

こわれたおもちゃを
持ってきてね♪

あそびコーナー

活動紹介ポスター
展示コーナー

手作りパン、焼き菓子
おかき、本格コーヒー
手づくり小物etc.

販売コーナー
かわいいバルーンア
ートプレゼント！

ロビー

数に限りがあります

詳しくは、ひらのボラセンまで（担当 小
こ

谷
たに

・山
やま

本
もと

）

福祉ボランティアを応援！ ボランティア活動保険
楽しく、安全に活動をつづけるために！

2019年３月18日（月）
	 ～４月19日（金）

申請期間

１件４万円以内払 出 額 ※審査の結果、助成されない場合もあります。

詳細はホームページをご覧ください
平野区社協 検索検索

　平野区内で福祉ボランティア活動をおこなっている団体やグループに「福祉ボラ
ンティア活動応援資金」として助成をおこないます。
　対象は平野区内で福祉ボランティア活動をおこな
っている団体・グループ（５人以上）で、平成31
年度中に活動をすすめるために必要な経費を助成し
ます。

　平野区ボランティア・市民活動センターでは、2019年
度のボランティア活動保険の加入申し込みを、３月18日
（月）から受付いたします。ボランティア活動中の、万が
一の事故に備えて、加入手続きをお忘れなく。

全員集合！ボラセンまつり実行委員会 事務局：社会福祉法人 大阪市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
TEL 06-6795-2525 FAX 06-6795-2929 nico-nico.c@3sweb.ne.jp

ボランティ
ア・市民活動をとおしてつながろう！

http://hirano-kushakyo.or.jp ホームページもぜひチェックしてみてください
平野区社協 検索検索

平野野堂公園

東
北
応
援
グ
ッ
ズ
販
売

やきそば、やきとり、フランクフルト、
から揚げ、焼きホタテ、蒸し牡蠣、
サーターアンダギー、ぜんざい

フードコーナー

ポニー、ひよこ、あひる、うさぎ
雨天や体調不良の場合、動物たちはお休みです

動物ふれあいコーナー

入場
無料大阪市平野区平野南1-2-7

（平野消防署となり）平野区民ホール・平野野堂公園
2019年３月17日（日）11：00～15：00
※雨天時はプログラムを変更する場合があります

ボラン
ティア

さん

のため
の

2019年４月１日０時～
2020年３月31日24時までの１年間
※�４月１日以降は、加入手続きをした翌日の０時から
補償が始まります。

補償期間

Ａプラン 300円　　Ｂプラン 500円
Ｃプラン 600円（天災補償あり）

保 険 料

駐輪スペースに限りがありますので、ご了承ください。
駐輪スペース！
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ふれあいの場、支え合う場づくり

あなたの
まちの 地域福祉活動コーディネーター

　困りごと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図ります。（※地域福祉活動
コーディネーターは、区社協職員証を携帯しています）

問合せ 地域福祉活動コーディネーター事業（担当：阿
あ

部
べ
・赤

あ か い
井）☎6795-2525

問合せ 平野区見守り相談室（平野区社会福祉協議会）
☎6795-2577　FAX6795-1660

ふれいあい喫茶、食事サービス、子育てサロン
などの活動に参画し、つながり作りをお手伝い
します。

　各地域の地域福祉活動コーディネーターの
活動場所などのお問い合わせは事務局まで区内22地域で活動中！

福祉サービスとの「パイプ役」！

困りごとを抱える方を見つける
「アンテナ役」！

さまざまな相談を受け、必要に応じて福祉サー
ビスや相談機関へおつなぎします。

ひとり暮らしで不安、隣近所に気になる方が住
んでいる…などお気軽にお声かけください。

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

事前登録

住み慣れた平野区でいつまでも
安心して暮らせるように

　「認知症高齢者等見守りメール」は、事前に登録された
方が行方不明になった時、早期発見・保護に協力いただけ
る協力者や協力事業者にメール・FAXを一斉配信するも
のです。
　事前登録については、見守り支援ネットワーカーが必要
に応じ、訪問もしておりますので、介護されているご家族
やケアマネジャーの方など、お気軽にお問合せください。

地域　   動ニュース活 VOL.12

　地域活動協議会の広報活
動に力を入れてご支援させ
ていただいております。

平野区内全域の活
動がご覧いただけ
ます。

平野区まちづくり
センターポータル
サイトのＱＲコー
ドです。

　地域において実施されてい
る数々の活動や事業を地域住
民の皆様に少しでも多く届く
よう微力ながらお手伝いさせ
ていただいております。平野
区まちづくりセンターのポー
タルサイトでは、そんな地域
で日々実施されている活動や
事業の情報を発信しておりま
す。 ぜひ、 アクセスくださ
い！ お待ちしております！

問合せ
平野区まちづくりセンター

TEL.6704-2050

ボランティア活動の推進
地域で活動中のボランティアの方々との情報交
換や研修の実施などを行っています。 

広報啓発・研修のおしらせなど

認知症高齢者等見守りメールをご利用ください

瓜破
東 住民ファーストを目指して

　瓜破東は、およそ3300世
帯からなり、その大半が昭和
30年代から開発された新し
いまちです。
　瓜破東社会福祉協議会会長
の山本さんは、「住民同士の
つながりをもち、地域に愛着
を持ってもらうことで、瓜破
東を自分のふるさとと言ってもらえるように」といいます。
　瓜破東では防災福祉連絡員やお助け隊など地域活動協議会を中
心に、さまざまな福祉活動を行っています。瓜破東社協でも公営
住宅の同じ階同士の交流を図る「同じ階サロン」なども企画し、
「今までと違う住民ファースト目線」で、お互いが助け合える社
協になりたいとのことでした。

（行
方不
明届
）
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平野区老人福祉センター
平野区老人福祉センターってどんな施設？

平野区
老人福祉センター

松井
記念病院

区
役
所
北
部

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

消
防
署

善正寺コーナン

加美鞍作

加美駅

新加美駅

おおさか東線

JR 大和路線至天王寺

（日曜日・祝日・年末年始を除く）
月～土曜日の10時～17時利用時間

平野区加美鞍作1-2-26所 在 地

☎6793-0880
FAX 6793-0868

問 合 せ

JR大和路線「加美」駅　徒歩5分交 通

講座・イベントによっては実費を
いただくこともあります無料利 用 料

　みなさんの地域に定年退職後、これまで仕事一筋で、地域との関りが無
く、なかなか地域のサロン活動に入るきっかけがない、気軽に出かける場
所がない等のお悩みを持つプラチナ世代の男性はいらっしゃいませんか？
　区社協では、居場所づくりのプロジェクトチームを中心に、定年退職後
の男性の仲間づくりを応援するため、平成30年10月から４週連続で、
「The男組　男の手打ちうどん講座」を開催しました。個性豊かなうどん
ができあがり、みんなでワクワクおいしくいただきました。
　講座だけで終わるのではなく、講座参加者を中心に定期開催していくこ
とや参加者みなさんが、それぞれやってみたいことを、話しあいました。

　The男組は、お住いの地域を超えてつながる場、やりたいことを
実現する場として、月に１度集まることになりました。出入り自
由、だれでも参加できる気軽な会です。ぜひ一度おこしください。

【
や
っ
て
み
た
い
こ
と
】

●�うどんづくりを極めたり、
�餃子など料理をつくって誰かにふるまいたい！
●�まち歩きやハイキングで写真をとり写真コンテス
トをしたい！
●誰かの役に立つことをやっていきたい！
などの、たくさんの意見がでました☆

認知症になっても、
安心して生活できる
まちづくりのために

毎月第４木曜日　10時～12時

【構成団体】平野区医師会、平野区歯科医師会、平野区薬剤師会、平野区社会福祉協議会、平野区老
人クラブ連合会、平野区介護保険事業者連絡会（居宅介護支援部会、訪問介護部会、通所介護・リハ
部会、訪問看護ステーション部会、施設サービス部会）、平野区キャラバン・メイト連絡会、平野区
グループホーム連絡会、平野区内病院・地域医療連携室、平野区有料・サ高住連絡会、平野区地域包
括支援センター、長吉地域包括支援センター、加美地域包括支援センター、瓜破地域包括支援センタ
ー、喜連地域包括支援センター、平野区ブランチ連絡会、大阪市社会福祉協議会、大阪市立大学医学
部附属病院（認知症疾患医療センター）、平野区保健福祉センター

～介護する家族の気持ちを考える～

　老人福祉センターでは、市内に居住の60歳以上の方
に健康で楽しい生活をしていただくため、各種の相談に
応じたり、健康の増進、教養の向上及びレクリエーショ
ンなどの事業を行っています。

認知症支援専門職が「家族の支援」をテーマに
寸劇を振り返りながら話し合います。

シンポジウム
「介護する家族の気持ちを考える」

第２部

座長：撫井弘二（るんるんネット委員長）草部眞美（認知症介護指導者）

実践報告 認知症予防推進事業「いきいき脳活」

主催 ： 平野区医師会/るんるんネット （平野区認知症高齢者支援ネットワーク連絡会）

平野区社会福祉協議会 TEL6795-2525　担当 平野区ささえ愛支援員（生活支援コーディネーター） 角
か く だ

田場所・問い合わせ

2019年３月23日（土） 
14時～16時（開場：13時30分）

日　時

平野区民センター１階ホール場　所
大阪市平野区長吉出戸5-3-58
最寄駅　地下鉄谷町線「出戸」下車 徒歩５分

 平野区役所（保健福祉課） ☎06-4302－9857お問合せ

家族介護者の体験談をもと
に、構成しています。
ご家族の認知症介護におけ
る葛藤や喜びを考えます。

寸劇「母の思い・私の思い」第１部

出演：平野区キャラバン・メイト（平バン劇団）

平
バ
ン
劇
団

認知症等高齢者
支援地域連携事業

先着
500名（参加申込不要です）

★ 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。

囲碁・将棋同好会 歌体操同好会 園芸同好会
カラオケ同好会Ａ カラオケ同好会Ｂ カラオケ同好会Ｃ
社交ダンス同好会 詩吟同好会 写真同好会
書道同好会　Ａ 書道同好会Ｂ 新舞踊同好会
卓球同好会 俳画同好会 俳句同好会
パッチワーク
同好会 フォークダンス同好会 民謡同好会

民踊同好会 謡曲同好会 絵手紙同好会
いきいき百歳体操
同好会Ａ

いきいき百歳体操
同好会Ｂ ３Ｂ体操同好会

同好会一覧

オリエンテーション「ゲームで自己紹介」 中央卸売市場見学「味噌をつかった料理体験」
▲▶男の手打ちうどん

プラチナ世代の男性の輝くセカンドライフを応援します！

“T
ザ

he男
おとこぐみ

組”が誕生しました！男性の男性による
夢を叶えるグループ

※「プラチナ世代」とは、元気でアクティブな高齢者を指しています。



問合せ にこにこデイサービス（平野区在宅デイサービスセンター）
☎6795-2525（担当：林）

４ この広報紙は、音訳ボランティアグループ「わたの実」のみなさんにより、音訳版CDを作成しています。ご希望の方はお申込みください。（☎６７９５－２５２５）
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【編集・発行】社会福祉法人 大阪市平野区社会福祉協議会 ホームページ・Facebook
〒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-kushakyo.or.jp/
フェイスブック https://www.facebook.com/
　　　　　　　　hirano.kushakyo/

　ご意見やご質問等があればホームページ
の「お問い合わせ」からお寄せください。

　Facebookも開設していますの
で、ぜひチェックしてみてください。

平野区社協 検索検索

払出先の募集「地域福祉・社会貢献」
活動応援資金

平成31年度 善意銀行払出（助成）

地域支援担当 ☎6795-2525 糸
いと

井
い

問合せ

　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。

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

平野区内の地
域や福祉施設などで行われ
る地域社会に貢献すること
を目的とした自発的な福祉
活動

対象となる活動

問合せ 地域支援担当　☎６７９５-２５２５

〝賛助会員〟を募集しています！

年　　会　　費
個　　人　一口 … 1,000円
法人・団体一口 … 10,000円
※口数に制限はありません。　　　　

　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」を大きな目的として、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、賛助会員としてご協力をお願いいたします！！

●�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

にこにこデイサービスで
お元気に楽しく過ごしませんか
　少人数で家庭的な雰囲気のデイ
サービスです。自宅にいるような
居心地の良さをめざしています。
　見学や体験利用も随時受け付け
ております。お気軽にお問い合わ
せください。

ご 利 用 日 月曜日から金曜日
ご利用時間 ９時30分～15時30分

問合せ くらしサポートセンター平野生活困窮者自立相談支援窓口
☎6700-9250（運営：大阪市平野区社会福祉協議会）

くらしサポートセンター平野のご案内
お困りごとはありませんか？生活困窮者自立相談支援事業

くらしサポートセンター平野では、「仕事」「生活」「家庭」など、日々の
“くらし”で悩んでいるあなたに寄り添い、一緒に考え、解決していくお手
伝いをしています。

※�生活保護を受給中の方は対象外です。

仕事 ◦仕事が長続きしない
◦�自分に合った仕事が見
つからない

家庭 ◦�子どもが不登校
やひきこもりで
将来に不安

生活 ◦�頼る人がなく、
　孤立している
◦�人とのコミュニケ
ーションが苦手

たとえば、
このようなことは
ありませんか？

くらしサポートセンターでは、
安定したくらしへのサポートをしています。

お気軽に
ご相談ください

悩みごと、
心配ごとを
お聞かせく
ださい。

一緒に課題を整理し
ていきます。

お困りごとの確認１

課題を解決しながら自
立をめざしましょう。

解決に向けて
の取り組み

３

関係機関や専門家と連
携し、一
人ひとり
に合わせ
た支援を
行います。

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。

一緒に解決
プランの作成

２

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

相談支援の流れについて

平野区社会福祉協議会　☎6795-2525問合せ

　「どうして私の子どもだけが…」と一
人で悩まず、お子さんのことやご自身の
ことについて話し合い一緒に考えません
か。状況の近い方同士、なごやかな雰囲
気で情報交換しています。

　「こ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、生きづらい」など同じよう
な課題を抱えた方同士、お子さんのことやご自身
のことについてお話をして一緒に考えませんか。

毎月第１土曜日
10時～12時

日 時

平野区在宅サービスセンター
（にこにこセンター）

場 所

不登校、ひきこもり状態にある方の親などご家族の方対 象

毎月第１土曜日
13時30分～15時30分

日 時

平野区在宅サービスセンター
（にこにこセンター）

場 所

発達障がいについて関心のある親などご家族の方
発達障がい当事者の方（手帳の有無は問いません）

対 象

●善意銀行への預託●（順不同、敬称略）
《金銭預託》八上隆久
　　　　　　大阪東部ヤクルト販売（株）
　　　　　　匿名１名
《物品預託》
　平野区民生委員・児童委員協議会
� －生活困窮者のための緊急食糧
　デイPOP�－遊具一式、匿名－車いす１台
●善意銀行の払出●
　成人の日記念つどい実行委員会
　くらしサポートセンター平野

　平成30年10月から平成31
年１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
ご寄付ありがとうございます

※�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。

発達障がいについて話し合う会不登校・ひきこもり親の会
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