
自分のまちをよくするために
1010月月１１日から日から
赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動がが
 はじまります。 はじまります。
　集まった募金は、社会福祉協議会、社会福祉施設・団体等が
行うさまざまな活動や被災地支援などに役立てられます。
　気軽にできる社会貢献活動の一つとして、多くの方のご理解
とご協力をお願いいたします。

令和４年度街頭募金（活動日程）

10月 1 日（土） 

▲

 午前10時～正午
   ● 大阪メトロ 喜連瓜破駅 周辺

  

▲

午後４時～６時
   ● 大阪メトロ 出戸駅 周辺

4 日（火） 

▲

午前８時～９時
   ● 大阪メトロ 平野駅 周辺

5 日（水） 

▲

午後５時45分～７時
   ● ＪＲ加美・新加美駅 周辺

6 日（木） 

▲

午前10時～正午
   ● イオンタウン平野
    （JR平野駅前店）周辺

   ● イズミヤ平野店  周辺

主 な 募 金 の 使 い 道

常設募金箱設置場所
区内各所に配置されています
⚫ ひらりん
　（平野区老人福祉センター）
⚫ クレオ大阪南
⚫ 大阪市立平野区民ホール
⚫ 大阪市立クラフトパーク
⚫ コミュニティプラザ平野
　（平野区民センター）
⚫ 平野区在宅サービスセンター内
などに設置しています。詳しくは
事務局までお問合せください。

●戸別募金
●学校募金
●法人募金
●バッジ募金等

あなたもできる !
こんな募金の方法もあります

ピンバッジ
Art by 木下きのこ ©Crypton 
Future Media,INC. www.
piapro.net 

※ 平野区在宅サービスセンターでは、
300円以上または500円以上募金され
た方にお礼品を贈呈しています。

ボランティア募集中 ! ! ご希望の方は事務局まで
お問い合わせください。

問合せ　 平野地区募金会事務局　（平野区在宅サービスセンター内　平野東２－１－30）　
TEL 06-6795－2525 インターネット募金は右のQRコードからできます

街頭募金以外でも
助け合える活動を!

手話講習会等福祉教育 高齢者サロン 子育てサロン 布団丸洗いサービス 地域の見守り活動 世代間交流

クリアファイル
Art by nio ©Crypton Future 
Media,INC.www.piapro.net
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平野区に在住・在勤・在学の方
どなたでも受けていただけます。

力を入れている活動は何でしょう？
　65歳以上の方に配布しているアンケートを
もとに高齢者の見守り訪問をして、災害などの
緊急時に備えた名簿や訪問記録の更新を行って
います。訪問時には、体調確認や生活のご不安
などをお聞きし、相談に応じて支援につながる
ように各関係機関と情報共有し連携をとってい
ます。ワクチン接種が進むにつれ、感染予防を
したうえで屋外の活動を楽しむ人が増えてきた
ように思います。

地域の活動状況は 
どうなっていますか？

　喜連東地域では感染状況を注視しつつ、「こ
どもフェスタ」や「運動会」など世代間交流を
実施しています。外出自粛が長引いたせいか、
地域行事の再開を待ち望む人が多く、今後も
もっと地域のいろいろな人と関わりを持って活
動していきたいです。

今回は、喜連東地域福祉活動コーディネーターの新井さん
にインタビューしました。

認知症を正しく理解して、認知症
の方やそのご家族を温かく見守る
応援者になりませんか？

日　時   10月15日（土）
 午後１時30分～３時

場　所   平野区在宅サービスセンター 
にこにこセンター 

（平野東２－１－30）

定　員   20名（先着順）
 ※定員になり次第締め切ります
 ※事前にお申し込みください

申込み　電話・Web（申込フォーム）
問合せ　 平野区キャラバン・メイト事務局 

TEL 06－6795－2577

Q

地域福祉活動コーディネーターは区内23
地域の集会所などに常駐しています。詳
しくはお問い合わせください。
　問合せ
　 地域福祉活動コーディネーター事業

TEL 06-6795-2525

　平野区見守り相談室では、「要援護者名簿」を作成しています。
　大阪市が管理している行政情報をもとに、対象者の方へ見守り相談室から
要援護者名簿登録の案内を郵送しています。案内が届いた方は、登録希望の
有無を必ずご返送いただきますようお願いします。
　同意していただいた方の情報は、地域の協力団体と共有し、日ごろの見守り
活動と災害時の避難支援への備えとして地域の見守り活動に役立てられます。

この封筒で郵送しています

「同意する・同意しない」にかか
わらず、ご返送ください
※ ご返送のない方には複数回訪問す

る場合があります。

対象者（新規の方のみ郵送します）
高 齢 者：●要介護３以上　●認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
障がい者： ●身体障がい者手帳１・２級　●知的障がい者A　●精神障がい者１級 

●視覚障がい・聴覚障がい者３・４級　●音声・言語機能障がい３級　●肢体不自由３級
難病患者：●難病患者（人工呼吸器装着等の医療機器等への依存が高い人）

費用無料
年齢制限

なし

申
込
フ
ォ
ー
ム 問合せ　見守り相談室　TEL 06－6795－2577

認知症サポーター養成講座 見守り相談室からのお知らせ

地域福祉活動コーディネーターに聞いてみた地域福祉活動コーディネーターに聞いてみた!!

Q

お変わり

ないですか？

▶
見
守
り
活
動
の
よ
う
す

　平野区地域包括支援セン
ターでは、映画会の他に介護
をしているご家族を支援する
取り組みとして、２つの家族会
を開催しています。介護をして
いる方、介護の経験がある方
の参加をお待ちしています。

男性介護者の集い「となりぐみ」
日時 　 第３金曜日 午後１時30分～３時

（１月休み）

介護家族者の会「談語の会」
日時 　 第１木曜日 午後１時30分～３時

（11月、１月休み）

場所 　 平野区在宅サービスセンター３階（平野東２-１-30）
問合せ　 平野区地域包括支援センター　TEL 06-6795-1666
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって、開催を中止させていただく場合がございます。

　７月30日（土）に映画「長い
お別れ」の上映会を開催しまし
た。定員を上回るご応募をいただ
き、誠にありがとうございます。
介護や認知症への関心の高さを実
感しております。一方、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止対策のため、ご案内できるお席に限り
があったことを改めてお詫び申しあげます。
　さて、映画本編では、認知症の父を介護する家族の葛藤や、介
護の始まりから終わりまでの家族関係の変化等が描かれていまし
た。参加者からは「自分たちも今から介護のことを話し合ってお
く必要があると感じた」 「認知症の勉強になった」 「人と接するこ
との大切さを感じた」と言ったお声をいただき、介護や認知症を
身近に考えるきっかけになったかと思います。

家族会のご案内「長いお別れ」上映会を開催しました

介護や認知症について考えてみよう介護や認知症について考えてみよう

同じ境遇の人と

話して、気持ちが

楽になった

困ったときの

相談先がわかった
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趣味の「ものづくり」から始める
ボランティア養成講座

コミュニティスペースの活用 その他にもこんな活動が！

こころのほかほか講座
～心の病をもちながら地域で楽しくくらす～

日　時  １回目　ねこクリップづくり
10月28日（金）午後１時30分～３時30分
２回目　シュシュづくり
11月４日（金）　午後１時30分～３時30分

場　所  平野区在宅サービスセンター３階

対　象 ⚫ 「ものづくり」のボランティアに
 興味のある方

⚫ 全2回講座に2回とも参加できる方

定　員 20名（先着順）

持ち物 針、糸、ハサミ（糸や布を切るため）

料　金 材料費100円　  締切日 10月14日（金）

「社会貢献活動・CSRという言葉はよく耳にするけど、何をしたらいいの？どこに相談したらいいの？」と悩んでいませんか？？
平野区では現在、さまざまな企業や各種団体が社会（地域）貢献活動を行っており、区社協も協働しています！

　企業や団体が地域貢献活動
の一環として、「コミュニティ
スペース（地域住民が交流す
る場）」を設けており、その
活用について区社協と協働
し、地域住民の交流やボラン
ティア活動の場所として活用
されています。

フードドライブ✕企業（大阪信用金庫）
～生活困窮者や子ども食堂への支援へ～

有償による助け合い活動✕企業
（小林新聞舗）
～20分500円でのたすけあい活動～

介護予防✕企業（マルタマフーズ）
～介護予防に関する講演を地域で実施～

男性の居場所グループ
「The男組」定例会のようす ▲ 大阪信用金庫（平野支店）

日　時   １回目 当事者のおはなし　　　11月22日（火）午後２時～４時
２回目 臨床心理士のおはなし　11月28日（月）午後２時～４時

場　所  平野区在宅サービスセンター３階

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

定　員  25名（先着順）

持ち物 　なし　　 料　金 　無料

締切日 　11月15日（火）

共　催   精神保健福祉ボランティアグループユニコーン、平野区役所／ 
平野区保健福祉センター、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

申込み　申込書に必要事項を記入の上、FAXまたは電話にて申込み
問合せ 平野区ボランティア・市民活動センター　TEL 06-6795-2200

　「地域のみなさんの助けになれば！」「空きスペースを活用してほしい！」などの企業・団体の思い
をささえ愛支援員がうけとめ、地域とおつなぎさせていただきます！　興味・関心のある企業・団体
のみなさま、まずはお気軽に平野区ささえ愛支援員までお問い合わせください！

問合せ　平野区ささえ愛支援員
　　　　（生活支援コーディネーター）
　　　　TEL 06－6795－2525

　６月30日、７月１日に区内で開催しているふれあい喫茶のボラン
ティアを対象に「ふれあい喫茶ボランティア交流会」を開催し、総
勢58名が参加されました。
　区保健福祉センターの保健師から感染症対策について説明があり、
感染症対策を図りながらの活動の再開や継続について「フレイル予
防」の観点からも大切であることが伝えられました。また、各ふれあ
い喫茶を代表し、１日目は「瓜破西地域」、２日目は「長吉長原東地
域なごみ喫茶」のボランティアより思いや工夫の発表がありました。
　グループに分かれての意見交換会を実施し、「再開になかなか、ふ
みだせない」といったコロナ下での悩みや「新たなボランティアを
どうやって募集するか？」などの、今後も活動を継続していく中で
の課題が共有されました。

実際に

他の喫茶に

見学に行きたい

ボランティア・市民活動センターでは、ボランティア養成講座を開催します

地 域 活 動 の 交 流 の 場 に地 域 活 動 の 交 流 の 場 に !!

他の地域の

情報を聞くことが

できてよかった

ボランティアを始めたい方も !　活動の幅を広げたい方も!!ボランティアを始めたい方も !　活動の幅を広げたい方も!!

申込書はホームぺージからダウンロード可能

応援します! !　企業・団体の社会貢献活動 !応援します! !　企業・団体の社会貢献活動 !

▼ シュシュ

▶
ね
こ
ク
リ
ッ
プ
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平野区社会福祉協議会　施設マップ・問合せ先

JR平野駅

大阪メトロ
谷町線

25

内
環
状
線

南港通

商店街

平野本町5

宮前東

みずほ銀行

関西みらい銀行

コンビニ

北陸銀行

コンビニ
三菱UFJ銀行

平野区
社会福祉協議会
（平野区在宅サービスセンター）

平野駅

479

南港通

摂陽中

平野西公園

平野区役所前

コンビニ

コンビニ

くらしサポート
センター平野
（平野区役所1階）

平野区役所前

平
野
駅

阪神高速道路

309

大阪メトロ
谷町線

くらしサポートセンター平野
〒547-8580 大阪市平野区背戸口３-８-19

（平野区役所1階19番窓口）
TEL 06-6700-9250　FAX 06-6700-9251

メール　kurasapo1@pure.ocn.ne.jp
相談日　月～金曜日　午前９時～午後５時30分
　　　　※祝日、年末年始を除く

加美駅
新加美駅

至 天王寺

善正寺消防署

ひらりん
（平野区老人福祉センター）

〒

加美

ホームセンター

JR大和路線

おおさか東線

ひらりん（平野区老人福祉センター）
〒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
　　　　※祝日、年末年始を除く

平野区社会福祉協議会
〒547-0043 大阪市平野区平野東２-１-30

（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
　　　　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
介護予防教室事業 （にこにこ教室）
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

決算額 （令和３年度） （単位：円）

予算額 （令和４年度） （単位：円）

収入 支出
会費収入 989,000 法人運営事業 4,903,515
寄附金収入 380,000 善意銀行事業 806,676
分担金収入 344,121 地域福祉推進基金事業 310,527
経常経費補助金収入 62,074,996 区地域福祉活動支援事業 56,530,293
受託金収入 249,535,080 共同募金配分金事業 4,121,996
介護保険収入 37,123,392 生活支援体制整備事業 22,233,098
受取利息配当金収入 666,103 要援護者見守りネットワーク事業 30,013,868
その他の収入 2,915,234 地域福祉活動コーディネーター事業 42,510,907
積立資産取崩収入 0 生活困窮者自立支援事業 36,997,621

老人福祉センター事業 20,996,585
生活福祉資金貸付事務事業 17,030,892
あんしんさぽーと事業 4,267,760
地域包括支援センター事業 41,650,241
介護予防教室事業 4,198,953
居宅介護支援事業 4,117,096
介護予防支援事業 31,174,990
固定資産取得支出 2,230,198
積立資産支出 5,063,003

354,027,926 329,158,219
前期繰越金 112,924,402 次期繰越金 137,794,109
収入計 466,952,328 支出計 466,952,328

収入 支出
会費収入 1,100,000 法人運営事業 10,897,000
寄附金収入 700,000 善意銀行事業 995,000
分担金収入 380,000 地域福祉推進基金事業 858,000
経常経費補助金収入 60,891,000 区地域福祉活動支援事業 56,891,000
受託金収入 234,433,000 共同募金配分金事業 4,000,000
介護保険収入 37,850,000 生活支援体制整備事業 26,154,000
受取利息配当金収入 644,000 要援護者見守りネットワーク事業 31,837,000
その他の収入 2,150,000 地域福祉活動コーディネーター事業 46,115,000
積立資産取崩収入 3,000,000 生活困窮者自立支援事業 40,432,000
サービス区分間繰入金収入 3,568,000 老人福祉センター事業 21,060,000

生活福祉資金貸付事務事業 5,000,000
あんしんさぽーと事業 5,930,000
地域包括支援センター事業 50,037,000
介護予防教室事業 4,938,000
居宅介護支援事業 4,227,000
介護予防支援事業 33,337,000
固定資産取得支出 465,000
サービス区分間繰入金支出 3,568,000

344,716,000 346,741,000
前期繰越金 107,388,000 次期繰越金 105,363,000
収入計 452,104,000 支出計 452,104,000

令和３年度決算と令和４年度予算が
「理事会」 「評議員会」 で承認されました

善意銀行 ～ご寄付ありがとうございます～（順不同、敬称略）

　令和４年５月から８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。

▶金銭預託　合計 31,500円
 （株）小林新聞舗、八上　隆久 
 傾聴ボランティア カインド、匿名１名
▶物品預託　（株）小林新聞舗

▶物品払出　緊急食糧等提供事業など

※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となります。

善意銀行への預託

善意銀行の払出

　寝具の衛生管理が困難な障がい者の方を対象に、ふとん丸洗いサービスを実
施しています。
対 象 者  平野区にお住まいの、身体障害者手帳

１級・２級、療育手帳A、精神保健福
祉手帳１級をお持ちの「ひとり暮らし」
または「障がい者のみの世帯」で、寝
具の衛生管理が困難な障がい者の方

利用枚数 一人あたり　ふとん２枚／毛布１枚まで
申請期間 11月30日（水）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。
問 合 せ 地域支援担当　TEL06－6795－2525

脳の若さを保つ秘訣を学びましょう! !
日　　時  11月29日（火）午後１時30分～３時
場　　所 平野区民ホール（平野南１－２－７）
講　　師 森ノ宮医療大学　総合リハビリテーション学部　作業療法学科
 教授　医学博士　松下　太 氏
定　　員 ①平野区老人クラブ会員   60名（先着順）
 ②市内在住60歳以上の方  40名（先着順）
参 加 費 無料
持 ち 物 マスクの着用・水分補給の飲み物

※自宅での検温をお願いします。
申込方法 ①の方→各会長または事務局までお申し込みください。
 ②の方→ 本人が直接、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。
申込期間 10月13日（木）～定員となり次第、締め切ります。
 事前予約の方のみ、参加していただけます。
問 合 せ ひらりん（平野区老人福祉センター）　TEL 06-6793-0880

　たくさんのご応募ありがとうございました。
引き続き、ひらりん（平野区老人福祉センター）
をよろしくお願いいたします。
愛称“ひらりん”
の 名 付 け 親、
大森正伸さまへ
平野区社会福祉
協議会の林会長
より、感謝状と
記念品が贈呈さ
れました。

ふとん丸洗いサービス

わーい！
ふか ふか♪

ホームページ
はこちらから

ホームページ
はこちらから

平野区老人福祉センターの愛称が決まりました!!

健康づくり講演会
「今日からできる認知症予防」

愛 称
ひらりん

贈呈式の様子

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）
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