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住吉区社会福祉協議会

認知症になっても安心して暮らせる住吉区に！！特集

参加
無料

～ 物忘れが増えたなぁ 認知症かなぁ？ ～

にご相談ください
　認知症になっても住み慣れたところで安心して生活していけるよ
うに、大阪市の委託を受けて平成２８年度より認知症初期集中支援推
進事業が始まりました。
　住吉区では「住吉るるるオレンジチーム（見守○る 支え○る つなげ○る ）と
して活動しています。

●認知症専門医と医療・福祉の専門職チームがこのような支援をします
①ご自宅に訪問して、ご本人の状態やお困りの状況などをお聞きします
②専門医やチームで一人ひとりに合った支援や対応方法を検討します
③医療機関や介護サービス等につながるようにサポートします
●対象となる方は
　４０歳以上で、住吉区内のご自宅で生活をされている認知症の
方や認知症を疑われる方で①②いずれかに該当する方
①認知症の診断を受けていない方
②医療サービスや介護サービスを利用していない方
●若年性認知症に関するご相談も受け付けています

住吉るるるオレンジチーム

お問い合わせ ☎6115-8605住吉るるるオレンジチーム
月～金曜日（土日・祝日・年末年始を除く）
９時～１７時３０分　相談無料・秘密厳守

活動の詳細はお問い合わせください

認知症は早期発見・早期診断が大切です
私たち「住吉るるるオレンジチーム」にご相談ください

「認知症サポーター」は、認知症を理解し、地域で暮らす認
知症の方やその家族を温かく見守る応援者です。あなたも
認知症サポーターになりませんか？

日 時 ： 平成２８年９月１７日（土）午後６時３０分～８時
場 所 ： 住吉区民センター　集会室１
定 員 ： ３０名  ※電話でお申し込みください

❶認知症予防ボランティア
認知症予防のボランティアグループ
「脳ばんざ～い」は地域や施設で、
かるたやゲームなどの「脳活」を
行っています。

❷認知症サポーター養成講座～地域みんなで認知症を理解し、支え合う～

～地域見守り相談室より～

地域における要援護者の見守りネットワーク

　地域見守り相談室では、認知症高齢者等見守りネットワーク事
業の取組を行っています。
　この取組は、認知症高齢者等が徘徊で行方不明になった時、警
察の捜索を補完するものとして、行方不明になった方の情報を地
域の協力者にメール配信し、早期発見・早期保護につながること
を目的としています。
　徘徊するおそれのある方のご家族やケアマネジャーなど、
地域見守り相談室までご相談ください。

見守りメールがスタートしました

※出前講座もしています。開催費用は無料、人数は問いません。
　お気軽にお問い合わせください。

❸すみれの会（要介護者を抱える家族の会）交流会
家族の介護をされている方が、悩みや困っていること
などを語り合う場です。

開催日 ： 毎月第３木曜日 午後１時３０分～３時
場　所 ： 住吉区民センター図書館棟２階 集会室

❹オレンジカフェ　まちの縁側
認知症の方、そのご家族、地域の方、専門職の交流の場です。

開催日 ： 毎月第４月曜日 午後１時～３時頃
場　所 ： 「ゆうけいホール」１階 ※社会福祉法人宥恵会
参加費 ： ひとり１００円　※事前申し込み不要

❺ほっこりサロン（男性介護者の集い）
家族の介護をされている男性の皆さんが語り合う場です。

開催日 ： 毎月第４水曜日　午後１時３０分～３時３０分
場　所 ： 住吉区民センター図書館棟２階 集会室

❻息子さんと娘さんのための介護者の集い
親の介護をされている方が安心して相談できる交流会です。

開催日 ： １１月１９日（土）、２月１８日（土） 午後1時30分～
場　所 ： 住吉区在宅サービスセンター（住吉区浅香１－８－４７）

～ご家族を介護されているみなさんへご案内～

申請者
・本人　・家族
・ケアマネジャー など

相
談 事前登録

・名前　・連絡先
・特徴 など

相談室より
協力者への
メール配信

発見協力

発見・保護
（家族・警察による）

徘徊
発生

お問い合わせ ☎４７０３－５８０６

☎6607－8181

住吉区地域見守り相談室

見守り相談室

（区役所１階18番窓口）

　　お問い合わせ　　

住吉区社会福祉協議会

??

【
講
座
案
内
】

☎6692－8803
住吉区地域包括支援センター

☎6674－0800
住吉区西地域包括支援センター

❻

❹❺❻

❶❷❸



住吉区高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

「いきいき百歳体操」いよいよスタート！
●だれでも簡単にできる体操です

●「おもり」をつけて座って行います

●筋力をつけ、バランス能力もアップ

●「はつらつ元気アップ教室」 午前１０時３０分～１２時
●「手づくりおもちゃ～作って遊ぼう～」 午後１時３０分～３時
作品展示 午前１０時～午後４時
お茶席（実費負担有） 午後１時～３時

短期講座　見学＆体験教室
●「楽しい健康体操」 午前１０時～１２時１５分
●「みんなで歌いましょう」 午後１時３０分～３時
作品展示 午前１０時～午後４時
お茶席（実費負担有） 午後１時～３時

作品展示 午前１０時～午後４時
●同好会舞台発表会 午後１２時３０分～４時

　お伺いした日は、日差しが強かったためか、参加者はいつもより少
なめでしたが、子どもたちは、思い思いのおもちゃでのびのび遊んで
いました。
　途中で小学生が１人ドア越しからサロン
の様子を覗きに来ました。以前子育てサロ
ンを利用していたとのことです。「サロンを
卒業した後も、子どもの成長を見守ること
ができて嬉しい」とボランティアの方が話
されていました。地域で長く子どもの成長
を見守れる素敵なサロンだと感じました。

大阪市立住吉区 老人　　 センター福祉

大領子育てサロン

わくわく広場

地域の福祉活動!!地域の福祉活動!!
❷ 住吉区社協だより

第３木曜日　午後１時～３時
住吉コミュニティ会館　

第3水曜日　午前10時～12時
大領小学校

第4水曜日　午前10時～11時30分
住吉小学校

　住吉地区ふれあい喫茶のメニューは温かいコーヒーと紅茶、冷た
いコーヒー・紅茶・ミックスジュースにお菓子が付いて１００円です。
　参加されていたのは高齢者の方がほとんどで、ご近所の方同士、
誘い合って参加され、コーヒーとお菓子を食べながら、話に花を咲
かせていました。
　「地域の人が集まれる場があっていい」「家から出る機会になる」
「ボランティアさんに誘ってもらってきた」などの声を聞かせていた
だきました。
　オープン当初から活動されているボランティアさんは、「昔は何と
もなかったけど、机やイスが重くて設営が大変！」とのこと。最近は
男性の参加者が、設営や片付けを手伝ってくれ、大変助かっている
そうです。
　また、「ふれあい喫茶に来てくれたことで顔見知りになり、挨拶を
交わす関係になれた」というお話も聞く
ことができました。
　住民の方が集える場、顔見知りの人が
増える場、笑顔があふれる場である「ふ
れあい喫茶」は地域にとって必要だと感
じました。

ふれあい喫茶

わくわく広場には、学校の休み時間に小学５・６年生が、参加してくれて
います。先日は、小学生がバルーンアートに挑戦し、たくさんの作品を
作ってくれました。
　夏のイベントでは、わくわく広場を卒業
した方も沢山遊びに来ます。小さいお子さ
んにとっては少し年上のお兄ちゃんやお姉
ちゃんと、小学生にとっては少し年下の弟
や妹と触れ合える素敵なサロンです。一度
足を運んでみてはいかがでしょうか？

　住吉地区　

第2土曜日　午前10時～12時
長居連合会館ふれあい喫茶

　取材当日も、50名を超える方が楽しそうに、モーニングでお
茶を飲みながら会話を楽しまれていました。
　数名の方にお話を聞いたところ、
「一人で家にいるより、ここに来た
方が元気になる」「来るのが楽し
み」と仰っていました。参加者の方
がご高齢で、インタビューにご協力
いただいた方のほとんどが一人暮
らしでしたが、皆さんいきいきと
笑顔で答えてくれました。

第1木曜日　午前10時～11時30分
長居小学校子育てサロンながい

　長居小学校の2階の教室で開催しています。主に未就学児が対象
で、床に畳が敷きつめられているのが特徴です。地域の方が作った木
製のおもちゃや、ペットボトルのキャップや牛乳パックを活用したアイデ
アいっぱいの手作りおもちゃは、子どもたちだけでなく、ママたちにも
たいへん好評です。
　情報提供や子育てプラザの職員やス
タッフによる絵本の読み聞かせ等も行っ
ています。取材の日にはイクメンの参加も
ありました。一度足を運んでみませんか？

　長居地区　

住吉区遠里小野１－１－３１（住吉消防署東側） ☎６６９４－１４１６　FAX ６６０６－３４１２
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ふだんの くらしを しあわせに

※参加見学自由 ※申込不要当日受付です※詳細は毎月15日発行のセンターだよりをご覧ください。

●市内在住の６０歳以上の方が利用できる施設です
●各種講座、教室の開催、同好会活動などを行っています
●サロン開催日は、囲碁将棋・卓球・テレビ・新聞・図書・マッサージ機等
　自由に利用できます
●利用時間 ： 午前１０時～午後５時
●休 館 日 ： 日曜、祝日、年末年始
●交通機関 ： 市バス 南住吉住宅前バス停下車　南へ約100ｍ
 南海高野線　我孫子前下車　東へ200ｍ
 ＪＲ阪和線　我孫子町下車　西へ800ｍ

センターは…

１０/２７
木

１０/２8
金

１０/２9
土

出会いの場、生きがい探しの場、健康維持の場、みなさんの心地よい
「居場所」を目指しています！センターでお待ちしています！

９月より毎週金曜日開催！
第1・3金曜日11:30～12:00
第2・4金曜日10:00～10:30
場 所　センター２階大広間

ふ く し

 センター文化祭

おじゃましました



　皆さまからいただく募金は大阪府共同募金会を
通じて社会福祉協議会・福祉施設や団体に配分さ
れます。

　住吉区においては、各種スポーツ大会・ラジオ体操・
盆踊り大会・敬老会などのイベントをはじめ、地域課題
解決の活動や新たなネットワーク創造を推進するさま
ざまなところへ還元され活用されています。共同募金
は“じぶんのまちを良くするしくみ”です。

 今年も10月1日から平成29年3月まで共同募金運動
が全国一斉に展開されます。
皆さまの心温まるご協力をよろしくお願いします。

住吉区社会福祉協議会では、地
域福祉活動への支援やボランティ
ア活動の推進など、区内のみなさま
と共に安全で安心なまちづくりのた
めに多種多様な事業を行っていま
す。活動趣旨に賛同いただき、温
かいご支援ご協力をお願い申し
あげます。

区分 金額（円） 区分 金額（円）
会費収入 1,487,000 会費収入 1,400,000
寄付金収入 436,666 寄付金収入 520,000
経常経費補助金収入 50,770,952 経常経費補助金収入 55,773,000
共同募金配分金収入 8,541,836 共同募金配分金収入 8,681,000
助成金収入 1,000,000 受託金収入 212,048,000
受託金収入 187,312,713 事業収入 978,000
事業収入 1,152,660 介護保険収入 81,500,000
介護保険収入 83,110,603 雑収入 290,000
雑収入 509,313 受取利息配当金収入 1,430,000
受取利息配当金収入 1,433,904 合計 362,620,000

合計 335,755,647

区分 金額（円）
区分 金額（円） 法人運営事業 7,640,000

法人運営事業 3,887,124 区地域福祉活動支援事業 55,773,000
区地域福祉活動支援事業 50,277,392 共同募金配分金事業 8,681,000
共同募金配分金事業 8,541,836 地域福祉推進基金事業 1,030,000
地域福祉推進基金事業 1,931,601 善意銀行事業 690,000
善意銀行事業 1,006,874 生活福祉資金貸付事務事業 2,925,000
生活福祉資金貸付事務事業 2,925,000 地域コミュニティ支援事業 18,942,000
地域コミュニティ支援事業 19,146,000 学びあいサポート事業 5,420,000
学びあいサポート事業 3,137,391 あんしんさぽーと事業 471,000
あんしんさぽーと事業 388,800 地域包括支援センター事業 87,296,000
地域包括支援センター事業 69,790,673 介護予防支援事業 76,442,000
介護予防支援事業 77,952,239 介護予防事業 6,600,000
介護予防事業 9,217,173 老人福祉センター事業 22,956,000
老人福祉センター事業 21,379,426 社会福祉事業基金 450,000
地域見守り支援システム事業 39,867,337 地域見守り支援システム事業 52,426,000
見守り隊活動事業 2,004,147 見守り隊活動事業 2,576,000
生活困窮者自立相談支援事業 10,032,400 生活困窮者自立相談支援事業 11,022,000
次年度繰越金 14,270,234 次年度繰越金 1,280,000

合計 335,755,647 合計 362,620,000

●支出
●支出

●収入●収入

「赤い羽根」共同募金に
 ご協力よろしくお願いします

平成28年度、共同募金運動は
創設70周年を迎えました。

平成28年度予算平成27年度決算報告

「だれもが安心して暮らせる、ひとにやさしい福祉のまちづくり」

お問い合わせ 地域支援担当 ☎6607-8181

※口数に制限はありません。

【会費（年額）】 

個人会員 １口 1,000円
法人会員 １口 10,000円

【受付方法】

窓口・郵便振替にて受け付けています。

郵便振替口座番号
00960-4-252992

❸2016年 9月

「第３回 社協フェスティバル」を開催しました
　７月３日、梅雨の晴れ間をぬって500名近くの方にご来場いただきまして
ありがとうございました。

　第1部では「善意銀行預託者表彰式」を行いました。皆さまからの金銭や物品の
預託を受け、福祉関係機関・団体等必要としているところに払出を行う「善意銀行」
へ平成26年度・27年度にご協力いただきました皆さまをお招きし、表彰しました。

　第2部では桂文太さんによる「落語と講演“盲導犬デイリーとともに心で話
す”」。視力を失いながらも盲導犬デイリーというパートナーを得て、落語に打ち込
み続けているご自身の体験談を含めた、ご講演と落語で笑いをお届けしました。

　また、お囃子の皆さんによる懐かしい出囃子の数々もお楽しみいただきました。

『誰もが安心して暮らせる、ひとにやさしい福祉のまちづくり』を目指し、さらに活
動を推し進めたいと区社協職員、決意も新たにいたしました。今後ともご支援・
ご協力をよろしくお願い申しあげます。

善意銀行では、みなさまからいただいた善意のお気持ち
（金品・物品など）を本会の活動や社会福祉事業などに
有効活用し、地域福祉の推進に寄与しています。

善意銀行にご協力を
お願いします！

●被災地支援に関する取り組み 
●ボランティア団体への助成 等

こんな活動に
助成しています！

賛助会員を募集しています!

敬老会のようす

４月28日（木）、５月３日（火）の両日、住吉区社会
福祉協議会・住吉区社会福祉施設連絡会・住吉
区役所の職員有志で、地下鉄あびこ駅前・長居
駅前、ＪＲ我孫子町駅前にて「平成28年熊本地
震災害に係る義援金」の呼びかけを行いました
ところ、多くの皆さまより心のこもったお志を預
かりました。総額４２１，９６２円はすでに熊本県共
同募金会への送金を済ませております。ご協力
いただきました皆さまに紙面を通じて
ではありますが、ご報告とお礼を申し
あげます。

「平成28年熊本地震災害に係る義援金」
ご協力へのお礼



自分たちの活動を広めたい！

お問い合わせ

老人福祉センター
大阪市立住吉区

住吉区役所

老人福祉センター

●住吉大社

長居公園通

阪急オアシス
●

住吉税務署
●

交番

墨江1丁目

●

住
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大
社
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住吉区 西地域
包括支援センター
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鳥
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住吉区社会福祉協議会 施設マップ

出会いの場

交流スペースでチラシを
設置することができます。

区内で活動する市民活動、
ボランティアのグループ、団体

交流スペース開室時間中受付

対象

住吉区生活自立相談窓口 (住吉区役所4階 41番窓口)   相談時間 ： 月～金 午前9時～午後5時30分 ☎ 6654-7763  FAX 6654-7651

1人で悩んでいませんか？1人で悩んでいませんか？

一人で悩
まないで

！！

ボランティアや市民活動に
関する各種相談やマッチング
ボランティアや市民活動に関する
チラシ・リーフレットの配布

折り紙アート交流会やバルーン
アート交流会を定期的に開催し、
作品づくりを教えていただきながら、

楽しく交流しています。

各種団体・グループ等の
簡単な打合せ場所として
ご利用ください。

色々な人と

交流したいなぁ…

グループ登録創造と学びの場

交流スペースとは、住吉区民センター
図書館棟２階にある、区民のみなさんと
ともにつくる市民活動、そのつながり
づくりを応援するためのスペースです。

交流スペースを
ご存知ですか？

交流スペースにはみんなで協力し
合って本を持ち寄り、貸し出しなどを
行うミニ図書館があります。
本を持ち寄ったり、ゆっくり本を
読んでいただいたりと

本を通じて人と人がつながり、
交流できる場となっています。

お問い合わせ ☎6607-8181 FAX 6692-8813住吉区ボランティア・市民活動センター 大阪市住吉区浅香1-8-47

つどいの場

　住吉区社会福祉協議会では、生活困窮者自立支援法に基づき、
生活の自立に向けた相談窓口を開設しています。
　当窓口では、仕事や生活のことで不安を抱える相談者の話を聴
き、支援員が相談者と一緒に課題を整理し、利用できる制度のご案内
や関係機関と連携しながら課題解決に向けて一緒に考え、相談者の自
立に向けた支援を行います。
　1人で悩まずに来所または電話でご相談ください。窓口に来られな
い場合には訪問することもできます。また、ご家族などまわりの方から
の相談も受け付けています。

❹ 住吉区社協だより 2016年 9月

お問い合わせ ☎6607-8181住吉区社会福祉協議会

打合せをするところを探しているんだけど…

ボランティアの相談を
したいなぁ…

気軽に寄るところがないのかなぁ…

住吉区 西地域包括支援センター 大阪市立住吉区 老人福祉センター
地域見守り相談室

大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所内）

大阪市住吉区遠里小野１-１-３１大阪市住吉区墨江2-5-51

大阪市住吉区社会福祉協議会

本を通じて交流する場

☎6694-1416

☎4703-5806
生活自立相談窓口 ☎6654-7763
生活福祉資金相談窓口☎6615-8172
住吉区まちづくりセンター ☎6115-7062☎6674-0800

大阪市住吉区浅香1-8-47 ☎6607-8181
住吉区地域包括支援センター

大阪市住吉区浅香1-8-47 ☎6692-8803

住吉区地域包括支援センター

毎週火曜～金曜日・第2土曜日

午後1時～4時

  開室時間  

日本人のおつき合いの習慣が助け合いを阻んでいる
かもしれません。ご近所での関わりを深めて、あなたも
助け上手、 助けられ上手になりませんか。

孤立死ゼロフォーラムを開催します！ 日　時　10月27日（木）　午後2時～４時
場　所　住吉区民センター　小ホール
定　員　３００名（申込不要・当日先着順）
講　師　住民流福祉総合研究所 所長　木原孝久 氏

  無  料  

手話通訳
あり

ケアルーム
あり

どなたでも
お越しください。
どなたでも

お越しください。

平成２８年度

「ご近所パワーで助けあい起こし～あなたは助け上手？ 助けられ上手？」


