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平野区でも新しい生活様式を！With コロナ vol. 3

長期化するコロナ禍の影響により、地域では人を集める・交流することがむずかしい状況が続いています。 このため、人と人との結びつき、
活動を続ける力が弱まることが心配されています。
平野区内でも感染リスクを意識しつつ、 長引くコロナ禍のなかでも 「今できること」 を考え、 話し合いが続けられています。
平野区社会福祉協議会は、 活動するかしないかだけにとらわれず、 これからどうしていけばよいのかを地域とともに考え、 応援していきます。

瓜破西こえかけ隊 ！

地域交流できるコミュニティカフェでつながる !

つながりながら安心して住める地域をめざして
瓜破西地域では、地域の見

喜連北地域に

子ども食堂「cafe nico」がOPEN

守り活動を行う「瓜破西こえ

親子づれや子どもだけでも立ち寄れる子ども食堂併設の

かけ隊！」が発足しました。

コミュニティカフェとして定期開催できるよう準備されています。

合羽民生委員長の「要援護者

現在はコロナ禍により不定期開催にはなりますが、

名簿を活用して見守り活動を

カレーやおやつのテイクアウトなど、

したい」という想いと、小山

▲「瓜破西こえかけ隊！」

地域福祉活動コーディネー

ターの
「ボランティアなどの協力者と一緒に見守り活動ができたら」
という想いが一致し、地域全体での活動に至りました。
各町会長を中心に地域で何回
も話し合いを重ね、見守り訪問
の心得などを研修で学び、活動
に向けて準備を行いました。
10月10日は「瓜破西こえか
け隊！」で一斉に見守り訪問を

▲ 研修の様子
お元気
ですか？

いろいろ工夫しながら行われています。
ボランティアのみなさんからは「おいしそ
うに食べる子どもたちの姿や笑顔から元気
をもらいました。また活動したいです」と
の声がありました。
レンタルスペース「ぐるぐるそだつながや」
の活動者たちとのコラボイベントの売上の
一部は、子ども食堂の運営費に活用されて

行い、訪問された地域住民から

親子でも、お友だち同士、お子さんひとりで
も気軽に立ち寄れるようなアットホームな
居場所にしたいです。

は「来てくれてありがとう」と
いう声がありました。今後の意

来てくれて
ありがとう！

▲ 縁日イベントの様子

います。

（一般社団法人 nicoway 代表

気込みとして、共に見守り活動

辰野さん）

を行った瓜破西地域活動協議
会・社会福祉協議会の増井会長
は「瓜破西地域全体で支え合え
るよう頑張ります」と語ってい

子育て世代の方から「子ども食堂を立ち上げたい」
と
相談を受け、若い活動者が少しずつ増えていくと
うれしいです。応援しています。

ひらの支え合いバンク

フードパントリー協力団体
株式会社マルタマフーズ

８月１日と15日に『赤い羽根共同募金「いのちをつ
なぐ支援活動応援！～支える人を支えよう～」事業助成
金』を活用して開催しました。コロナ禍の長期化により

生活協同組合
おおさかパルコープ

▲食糧を配布している様子

生活支援が必要な方や潜在的に困っている人たちに食糧を無料配布することにより相
談やサービスにつながるきっかけになればと思い実施しました。地域団体や関係機関、
企業、
ボランティアに協力していただきました。また、
フー
ドドライブも同時に開催しました。たくさんの食糧の寄
付をいただき、ありがとうございました！
こういった活動を通じて、平野区全体でつながりを
作っていけるような取り組みをしていきたいと思ってい
ます。

植西会長）

次回実施予定日

ひらの支え合いバンク

「 フードパ ントリー」実施しました!

▲お配りした食糧

（喜連北社会福祉協議会

ました。

▲ 訪問の様子

認定NPO法人
ふーどばんくOSAKA
平野区内各地区社会福祉協議会
平野区地域振興会
平野区民生委員児童委員協議会
平野区内各地域活動協議会
平野区役所
地域住民のみなさん

この活動は、大阪府共同募金会
を活用しています

▶11月18日
（木）
午前10時～12時
コミュニティプラザ平野
（平野区民センター） 100人分
▶11月26日
（金）
午前10時～12時
大阪市立クラフトパーク 50人分
▶12月２日
（木）
午前10時～12時
平野区老人福祉センター 50人分
で実施します ! ! !
※詳細についてはお問合せください
問合せ

平野区社協だよりNo.76は、ポスティングによりお届けしました。配布に日数がかかる場合がありますのでご容赦ください。

TEL 06 6795 2525

平野区社協だよりNo.76

生活支援体制整備事業

「いきがい ・ 助け合いサミット in 神奈川」 に登壇!!!
「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」
（公益財団法人さわやか福祉財団主催）が、

▼ 手作り横断幕で
応援

令和３年９月１日、２日に会場とオンラインの併用で開催されました。

▲ オンラインで出演！

サミットは無事終了！
「The 男組」は
これからやで！

企業OB、とくに退職後の男性の居場所に全国から注目が集まるなか『企業OBに助け合
いによる生活支援活動への参加をうながすにはどうすればよいか』と銘打った分科会21で
は、複数地域の実践活動を交えた活気あるディスカッションが行われました。平野区から
は男性の居場所づくりグループ「The 男組」の牧野さんとともに第１層生活支援コーディ
▲

第３位に
入賞！

ネーターの井上が登壇し、結成から３年を迎えた「The 男組」の取り組みを紹介しました。
なお同時開催のポスターセッションでは、全国の力作139点から投票の結果、瓜破北地
域の「瓜破北たすけあい活動の会」
（写真）が第３位に入賞しました！
今後も生活支援コーディネーター（平野区ささえ愛支援員）は、平野区での「男性の居

有償ボランティア活動
「瓜破北たすけあい活動」
の会

▲

2

場所」
、
「たすけあい活動」を展開していきます。

▲「The 男組」の
牧野さん

地域福祉活動コーディネーター事 業

地域福祉活動コーディネーターに聞いてみた！

Q

活動においての想いや工夫を教えてください。

コロナウィルス感染拡大の影響で、集える場所がなくなり、外出を控える

外出を控える状況でも心身が弱らないように、見守り活動も兼ねて住民の

ことなどで「人との繋がり」が薄れてきています。地域福祉活動コーディネー

みなさんの役に立ちそうな体操や脳トレのチラシなどを作ってポスティング

ターは地域の身近な相談窓口として活動を行っていますが、住民のみなさん

しようと思いました。簡単なメッセージを添えて体操の参加者に配りました。

のお声を聞く機会が減ったいま、新たな取り組みが必要となっています。
コロナ禍での活動において繋がりを絶やさないようどのような工夫をして
いるのか、新平野西の岡本地域福祉活動コーディネーターにインタビューを
しました。

Q

コロナ感染拡大後の、新平野西地域の活動と住民のみなさんの様
子を教えてください。

ポスティング後、すでにワクチン接種された方が多かったこともあり、こ
れまで以上に百歳体操の再開を待ち望む声が多く聞かれました。10月から感
染防止対策を行いながら再開しています。
※地域福祉活動コーディネーターは区内各地域（22ヶ所）の集会所などに常
駐しています。

問合せ TEL 06-6795-2525

「集いの場」が開催できなくなり、引きこもりがちになった方が増えました。
外出を控えている方が今、どうされているかと思い、地域で話し合った結果、
関係機関の職員とともに見守り訪問をすることにしました。
訪問時お会いできると思っていた方が、コロナの影響で退院が延びて会え
なかったり、また、感染を恐れて不要不急の外出を控えている方がおられた
りと、コロナ感染が住民の日常生活のさまざまなところで大きく影響してい
ると実感しました。

ポスティングは見守り活動にもなっています

元気な姿でまた会えるように
手紙を添えて配布

平 野区ボランティア・市民活動セン ター
こころのほかほか講座
～ こころの健康を取りもどす ～
●日

時

①コロナ禍のこころの健康について
令和３年11月16日（火）
午後２時～４時
②当事者のおはなし
令和３年11月30日（火）
午後２時～４時
●場 所 平野区社会福祉協議会
（平野区在宅サービスセンター）
●定 員 25人（先着順）
●対 象 平野区内在住・在勤で精神保健福祉
ボランティア活動に興味のある方
●持ち物 なし
●料 金 無料
●締切日 11月９日（火）
●申 込 申込書に必要事項を記入の上、FAX
またはメール、電話にて申込み
※申込書はホームぺージからダウンロード
可能 http//hirano-kushakyo.or.jp
●問合せ
TEL06‑6795‑2200 FAX 06‑6795‑2929
e-mail nico-nico.c@3sweb.ne.jp

新規ボランティアグループ紹介！
コロナ禍が続くなか、心にも体にも「しんどさ」を抱えている人が増えています。
そんな中、自分たちにもできることはないかと、たちあがったボランティアグループが３グループあります。
同じ志を持つ仲間とともに、たくさんの笑顔を見つけていきたいと思っています。

音を楽しむグループ（OTG）
「The男組」から音楽好きのメ
ンバーでボランティアグループ
を発足しました。久しぶりに楽
器を手にするメンバーもいます
が、曲目をしぼって練習中です。
目指すは施設等の訪問活動！
まずはご見学からどうぞ。

青空広場 ポコあポコ
公園で子育て支援をしている
グループです。外遊びを一緒
にしたり、時にはおしゃべり
したり、子どももママもリフ
レッシュ！を応援しています。

みるヒトの会
「みるヒトの会」は
柔道整復師、鍼灸
師、トレーナー等
人の体に係る職種
の人たちが集まっ
たボランティアグ
ループです。
姿勢改善、転倒防止、歩行改善を
中心とした運動方法にご関心はあ
りませんか？
ご依頼があれば、地域や施設にわ
たしたちがうかがいますよ～！

平野区社協だよりNo.76

くらしサポートセンター平野

「仕事を見つけたいけど…
自信が持てない」

ひとりで悩まず
ご相談
ください

そんなお悩みありませんか？

平野区見守り相談室
日ごろの見守り活動や災害に備えた活動につなげるために

要援護者名簿に登録を！

って？
要援護者名簿

くらしサポートセンター平野では「長年引きこもりが続いていていきなり
働くことが不安」
、
「コミュニケーションが苦手で仕事をすぐに辞めてしま

台風や豪雨、地震などの災害発生時に、避難する際に援護が必要な
方の名簿です。

う」
、
「生活リズムがくずれていて仕事に就くことが不安」など就労に向け
たお悩みのある方へ、生活リズムを整えたり、実際の仕事を体験する「就
労チャレンジ事業」を通じたサポートをおこなっています。

くらしサポートセンター
平野

ご相談

災害が発生した際、住民同士で助け合うためには日ごろからの見守
り活動がとても重要になります。
住民同士で助け合える地域にしていくため、要援護者名簿は活用さ

就労
チャレンジ事業

れています。

訓練内容・
期間など
支援プラン
の作成

問合せ
相談日
所在地

活動の様子

くらしサポートセンター平野 TEL 06-6700-9250
月～金曜日 午前９時から午後５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）

問合せ

平野区地域包括支援センター
がら高齢者の方、高齢者のご家族の方、介護に
関わる方々を支援しています。ご本人はもちろ

あんしんさぽーと事業（日常生活自立支援事業）

ん、ご家族、地域の方からの相談も受け付けて
います。

新型コロナウイルス
感染拡大防止対策

◆内容
◎福祉サービス等利用援助（福祉サービスを安心してご利用いただけるよ
うにお手伝いします）
◎金銭管理サービス（日常の金銭管理をお手伝いします）

平野区地域包括支援センターでは、勤務前後の

◎預かりサービス（預貯金通帳・証書・キャッシュカード等を預かります）

検温、勤務中のマスク着用、訪問前後の手指消

◆利用料

毒等の感染拡大防止対策を実施しています。

お問い合わせください

◆利用できる方

平野ブランチ
【担当地域】平野西・新平野西
問合せ TEL 06-6797-0032

※判断能力が低下していて、あんしんさぽーと事業の契約内容が理解できない
場合は、成年後見制度の対象となります。

問合せ

喜連北地域の65歳以上の方大募集 ! !

日 時 第２水曜日 午後１時30分～
場 所 喜連北老人憩の家（喜連1－8－18）
問合せ 平野区社会福祉協議会 TEL 06-6795-2525

地 域 支 援
同じお悩みを抱えた親同士、お子さんのことやご自
身のことなど一緒に考え、学び、支えあいませんか
日 時 毎月第１土曜日 午前10時～12時

発達障がいについて話し合う会（キヅキバ）

※新型コロナウイルスの影響
で開催を中止させていただ
く場合があります。HPや
電話にてご確認ください。
事 前 の 申 込 は不 要 で す。
お気軽にご参加ください！

同じ課題を抱えた当事者の方も親も一緒に学び、
支えあいませんか
▲ キヅキバの様子
日 時 毎月第１土曜日 午後１時30分～３時
場 所 平野区社会福祉協議会
問合せ TEL 06-6795-2525
（平野区在宅サービスセンター）

平野区あんしんさぽーと

TEL 06－6795－2727

平野区老人福祉センター

毎月１回、みんなで集まり、体操やお口の健康
などを楽しく勉強をしていますので、一度見に
来てください！

不登校 ・ ひきこもり親の会

認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力に
不安のある方で、次のすべてにあてはまる方。
大阪市内に在住の方
契約内容が理解できる方
事業（サービス）を利用する意思がある方

介護予防教室事業

にこにこ教室

●福祉サービスを利用したいが複雑な手続きが苦手
●自分で銀行に行って、計画的に支払いができるか不安
●通帳や印鑑など、どこに置いたか思い出すのが困難

たとえば…

【担当地域】平野・平野南
平野西・新平野西
問合せ TEL 06-6795-1666

TEL 06-6795-2577

福祉サービスの利用や日常的な金銭管理をお手伝いし、
安心して生活が送れるように支援します

地域包括支援センターは、関係機関と協力しな

平野区地域包括支援センター

平野区見守り相談室

講座

森原先生のたのしい健康体操

どなたでも楽しくできる体操です。みんなで一緒に体を動かしましょう♪
日

時

12月６日（月）・13日（月）
午前10時～11時
場 所 平野区民ホール（平野南1-2-7）
講 師 ＭＹフィットネス道
代表 森原 優次 氏
定 員 ①老人クラブ会員 先着60人
②市内在住の60歳以上の方 先着30人
参加費 無料
持ち物 マスクの着用・水分補給の飲み物・長めのタオル・筆記用具
動きやすい服装
※自宅での検温をお願いします。
申込期間 11月11日（木）～26日（金）まで
※定員となり次第、終了。
※事前予約の方のみ、参加していただけます。
申込方法 ①の方→各地区女性部長さんへ直接お申し込みください。
②の方→どちらかの日程をお選びいただき当センター事務所へ
電話または来館にてお申し込みください。
問合せ

平野区老人福祉センター

TEL 06-6793－0880
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令和３年度大阪市社会福祉大会 受賞者

ふとん丸洗いサービス

地域福祉の推進に貢献された方々が受賞されました。

ふとんを干したりできない障がい者を対象に、

平野区の受賞者は次のとおりです。（敬称略）

ふとん丸洗いサービスを実施しています。

●大阪市社会福祉協議会会長 表彰（個人）

対 象 者

田中智偉子

上野

恭子

困難な身体障害者手帳１級・２級、療育

西尾冨久二

花谷

昌男

手帳Ａ、精神保健福祉手帳１級をお持ち

▲ 受賞者の皆様

森本

の「ひとり暮らし」または「障がい者

克子

のみの世帯」の方

●大阪市長 地域福祉推進功労者感謝（ボランティア団体）
竹の子

平野手話サークル「くまた」

恵会

●大阪市長 地域福祉推進功労者表彰（個人）
川口

康子

平野区にお住まいで、寝具の衛生管理が

健一

●大阪市長 地域福祉推進功労者感謝（個人）
磯田

種村佐知子

山中

幸子

利用枚数

一人あたり

ふとん2枚／毛布1枚

申請期間

令和３年12月25日（土）まで

●申込用紙や利用料など詳しい内容は、ホームページをご覧ください。

吉内タカ子

http://hirano-kushakyo.or.jp/

平野区社協

善意銀行 ～ご寄付ありがとうございます～（順不同、敬称略）

赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いいたします

令和３年４月から９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。皆様のお気持ちに感謝いたしますととも

10月1日から今年度の赤い羽根共同募金運動がはじま

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。

りました。
共同募金会にいただいた寄付金は、社会福祉協議会、

▶金銭預託

善意銀行
への預託

社会福祉施設・団体・NPOなどが行うさまざまな活動

Ｍ・Ｋ
八上隆久
西原冨士子
野口歌子
やすもと：食糧

▶物品預託

や被災地支援にも役立てられています。

▶金銭払出

気軽にできる社会貢献活動の一つとして、ぜひ、

善意銀行
の払出

多くの方のご支援とご協力をお願いいたします。
問合せ

わーい！
ふか ふか♪

平野地区募金会事務局

▶物品払出

（平野区社会福祉協議会内）
TEL 06‑6795 2525

平野区宮町みんな食堂
福祉ボランティア活動応援資金
新たな地域福祉活動応援資金
緊急食糧等提供事業 等

12件
5件

※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。

▲ 街頭募金の様子

令和２年度決算と令和３年度予算が「理事会」
「評議員会」で承認されました
決算額（令和２年度）
収入

支出

会費収入

955,000 法人運営事業

分担金収入

200,000 区地域福祉活動支援事業

寄附金収入

収入
4,608,452
54,308,922

488,571 共同募金配分金事業

経常経費補助金収入

4,180,766

60,826,066 地域福祉推進基金事業

受託金収入

352,951

212,411,402 要援護者見守りネットワーク事業

事業収入

32,336,786

0 善意銀行事業

介護保険収入

498,470

38,269,705 あんしんさぽーと事業

受取利息配当金収入

1,019,573

709,336 地域包括支援センター事業

その他の収入

43,425,353

経常経費補助金収入

60,937,000 共同募金配分金事業

受託金収入
事業収入
介護保険収入

32,337,000

38,028,000 善意銀行事業

受取利息配当金収入

988,000

564,000 あんしんさぽーと事業

その他の収入

2,150,000 地域包括支援センター事業

サービス区分間繰入金収入

1,458,000 介護予防事業

4,410,000
49,240,000
4,123,000
33,300,000

介護予防支援事業

31,770,829

老人福祉センター事業

21,210,000

老人福祉センター事業

19,206,144

生活福祉資金貸付事務事業

生活福祉資金貸付事務事業

19,008,010

地域福祉活動コーディネーター事業

47,299,000

地域福祉活動コーディネーター事業

44,529,174

生活困窮者自立支援事業

33,958,000

生活困窮者自立支援事業

30,069,911

生活支援体制整備事業

26,754,000

生活支援体制整備事業

7,098,800

固定資産取得支出

1,429,000

大阪メトロ
谷町線

収入計

331,152,000 支出計

至天
王寺

JR平
野駅

JR大和路線

平野区
老人福祉センター

加美
駅

新
加
美
駅

〒

加美

ホームセンター

消防署

善正寺

宮前東

みずほ銀行
コンビニ

ロ
大阪メト
谷町線

平野区
社会福祉協議会

（平野区在宅サービスセンター）

商店街

平野本町5

平野駅

北陸銀行

南港通
三菱UFJ銀行

コンビニ

くらしサポートセンター平野

平野区老人福祉センター

平野区社会福祉協議会

〒547‑8580 大阪市平野区背戸口３‑８‑19

〒547‑0004 大阪市平野区加美鞍作１‑２‑26
TEL 06‑6793‑0880 FAX 06‑6793‑0868
利用日 月～土曜日
午前９時～午後５時30分

〒547‑0043 大阪市平野区平野東２‑１‑30

FAX 06‑6700‑9251

kurasapo1@pure.ocn.ne.jp

午前９時～午後５時30分

※祝日、年末年始を除く

※祝日、年末年始を除く

330,673,000
479,000

施設マップ・問合せ先

おおさか東線

平野区役所前

（平野区役所1階19番窓口）

6,977,000

収支差額

112,924,402

内環状線

コンビニ

平野駅

コンビニ

4,000,000

72,198
301,630,769

25

479

月～金曜日

618,000

30,000 要援護者見守りネットワーク事業

介護予防支援事業

平野西公園

メール

4,040,000

226,185,000 地域福祉推進基金事業

4,072,738

摂陽中

相談日

56,697,000

居宅介護支援事業

道路
阪神高速

TEL 06‑6700‑9250

4,722,000

700,000 区地域福祉活動支援事業

居宅介護支援事業

309

平野区役所前

寄附金収入

0

平野区社会福祉協議会

南港通

1,100,000 法人運営事業

3,642,692

97,705,162 次期繰越金

（平野区役所1階）

支出

会費収入

通所介護事業

316,850,009 支出計

前期繰越金

（単位：円）

2,989,929 介護予防事業

積立資産支出
収入計

くらしサポート
センター平野

予算額（令和３年度）

（単位：円）

（平野区在宅サービスセンター）

TEL 06‑6795‑2525 FAX 06‑6795‑2929
利用日 月～金曜日 午前９時～午後７時00分
土曜日
午前９時～午後５時30分
※祝日、年末年始を除く

地域支援
生活支援体制整備事業
地域福祉活動コーディネーター事業
介護予防教室
生活福祉資金貸付事務事業
居宅介護支援事業
TEL 06‑6795‑2525
平野区ボランティア市民活動センター
TEL 06‑6795‑2200
平野区地域包括支援センター
TEL 06‑6795‑1666
平野区見守り相談室
TEL 06‑6795‑2577
平野区あんしんさぽーと
TEL 06‑6795‑2727

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。
（TEL 06-6795-2525）

