
認知症の人が安心して暮らせるまちへ

「オレンジカフェ まちの縁側」
開催中

　認知症の人やその家族、地域住民、専門
職の人など認知症に関心のある人が気軽に
立ち寄ることができ、悩みごとの相談や情報
交換等などができる認知症カフェを開催し
ています。お気軽にご参加ください！
1毎月第４月曜日　午後１時～３時
2「ゆうけいホール」１階

（住吉区遠里小野2-7-20
社会福祉法人宥恵会）

'1杯100円

9 住吉区地域包括支援センター
a６６９２-８８０３

認知症サポーター養成講座 参加者募集

　認知症について正しい知識と理解を深め、自分のできる範囲で認知症の人
やその家族を応援する人になってもらうことを目的に講座を開催します。
19月20日木 午後6時30分～8時
2住吉区民センター図書館棟2階集会室1

（住吉区南住吉3-15-56）
3住吉区在住・在学・在勤の方で関心のある方
430人（多数抽選）

9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

認知症サポーターフォローアップ講座 参加者募集

　認知症についてさらに詳しい知識や対応方法について学びませんか。
　地域で何か活動したいと思われている認知症サポーターの皆さん、オレン
ジサポーターになって、認知症の方を支える活動をしませんか。
110月16日火 午後2時～4時
2住吉区民センター図書館棟2階集会室4（住吉区南住吉3-15-56）
3認知症サポーター養成講座を受講された方（オレンジリングをお持ちの方）
460人（多数抽選）

9 認知症サポーター地域活動促進事業担当　a６６９２-８８０３

　認知症予防のための基礎知識を身につけ、脳トレーニングや体操など実技
を学び、認知症予防の取り組みを地域で広げるボランティア活動を始めませ
んか？
19月25日火 午後1時30分～4時

9月26日水 午後1時30分～4時
2住吉区民センター図書館棟2階 集会室4（住吉区南住吉3-15-56）
3関心のある方ならどなたでも　430人（多数抽選）

9 ボランティア・市民活動センター　a６６０７-８１８１

　全国の認知症の方は、2012年の時点で
約462万人、2025年には全国で700万人
（2015年厚生労働省発表）を超えると見込
まれています。消費者被害や虐待、独り歩き
の行方不明、車の逆走など、認知症に関する
さまざまな生活課題を聞かない日はないほ
ど、大きな社会的課題になっています。そう
したなか、認知症になっても、身近な地域で
安心した生活が送れるよう、社会福祉協議
会ではさまざまな取り組みを行っています。

　大阪市では平成29年度から認知症初期集中支援推進事業を実施する地
域包括支援センターを認知症施策の推進拠点と位置付けています。さらに
包括支援センターに「認知症施策推進担当」を配置し、認知症の方への支援
にかかる地域ネットワークを活用して、地域の認知症の方の発見力や認知症
対応力を強化する仕組みを構築し、地域に潜在する認知症の方の早期把握
や適切な支援につなぐ取組みを進めています。
　住吉区社会福祉協議会では、「認知症強化型地域包括支援センター」を受託
し、区内の関係機関と協力しながら認知症施策への取り組みを進めています。

認知症高齢者の独り歩き時の不安を
少しでも軽くするために

　見守り相談室では、認知症高齢者の方が独り歩きで
行方不明となった場合に、見守り相談室から協力者に
メールを配信し、早期発見・保護につなげる取り組みを
行っています。また、このメール配信にあたって、事前に
登録いただいた認知症高齢者の方を対象に見守りシー
ルを配付しています。衣類や持ち物などに連絡先を記
載したシールを貼ることで行方不明になった時、早期発
見・保護に役立ちます。さらに住吉区独自の取り組みと
して、認知症高齢者が夜間に外出した場合の安全を確
保するため、靴に貼る反射シールも配付しています。

9 住吉区見守り相談室（区役所４階４３番窓口）
a４７０３-５８０６

「認知症るるるブック」の
ご案内

認知症るるるブックとは・・・
　認知症になっても住み慣れた地域で暮
らすために、状況・状態
に応じた相談窓口や
サービスの種類などを
まとめた冊子です。地
域包括支援センター、
ブランチ、区役所、郵
便局等の窓口に設置し
ています。
9 住吉るるるオレンジチーム

a６１１５-８６０５

参加無料

認知症予防ボランティア養成講座参加者募集
（全２回）

申込不要

参加無料参加無料

認知症強化型包括支援センターを受託しています。

　大阪市の認知症サポーター数は18万人を超えています(平成30年6月現
在)。認知症の方とその家族の地域生活を支援するため、認知症サポーター
の地域での活動支援にさらに取り組んでいきます。
●認知症サポーター養成講座受講者で活動意欲のある方を「オレンジサ
ポーター」として募集します。認知症カフェ等での話し相手や見守り(安否確
認)等の支援活動をしていただきます。
●認知症の人にやさしい取り組みを行う企業等を「オレンジパートナー」とし
て登録します。認知症を支援する社会貢献活動を広げていきます。
9 認知症サポーター地域活動促進事業担当　a６６９２-８８０３

認知症サポーター地域活動促進事業
（大阪市モデル事業）を実施しています

至天王寺
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すこやかに みんなとともに よろこびと し あわせを

住吉区

住吉区社会福祉協議会a6607-8181　b6692-8813　dhttp://www.sumiyoshi-wel.net

社協だより社協だより
社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会　住吉区浅香1丁目8番47号 住吉区在宅サービスセンター内

編集・発行

2018年
9月号
No.38

住吉区社協だより　No.38　2018.9この広報紙は、共同募金配分金を活用して作成しています。



9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

住吉区社協だより　No.38　2018.9

9 地域支援担当　a６６０７-８１８１ 9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

自立した生活を
取り戻しましょう！！

（住吉区生活自立相談窓口）
　住吉区社会福祉協議会では、失業や多重債務など経済的な事情の
ある方や、相談できる人が誰もいないといった方など、自立した生活
を取り戻したい方のご相談・支援を行う窓口を開設しています。お話を
伺いながら、課題を整理し、利用できる制度や連携できる関係機関な
どを支援員とご相談者が一緒に考え、自立に向けた支援を行います。
1人で悩まずに、お気軽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、ご家族や知り合
いの方からのご相談も伺います。

相談無料
秘密厳守

Y 月～金曜 午前9時～午後5時30分
9 住吉区生活自立相談窓口（区役所4階41番窓口）

a６６５４-７７６３

相談時間

食堂名 場所 開催日時 参加費 連絡先
おりおのワイワイ食堂 遠里小野1丁目 毎月第1・3土曜日 午後0時～2時 こども100円　おとな300円 a080-3114-5858

こども食堂すまいる遠里小野 遠里小野7丁目 第2・3金曜日 午後5時～7時 小中学生100円　高校生300円 a6608-0850

なごみ子ども食堂 帝塚山東5丁目 第3火曜日 午後4時～7時 100円 a6676-0753

寿こども料理食堂 帝塚山東5丁目 第2・4火曜日 午後4時30分～7時30分 a6674-3732

あゆみの広場 浅香2丁目 第2土曜日 午前11時～午後2時 中学生まで無料 a6697-0974
山之内子ども食堂 山之内4丁目 第1土曜日 午後0時～4時 100円 （保険代含む）

無料 ※苅田北小児童が対象

a6690-7997

みんな食堂むれの会 長居東1丁目 第2土曜日 午後0時～３時 こども100円　おとな300円 a090-1844-8179
あびんこモーニング 苅田2丁目 毎週火曜日 午前7時30分～8時15分 a6607-2220

ごはん倶楽部 帝塚山東5丁目 第3木曜日 午後5時～7時30分 400円 a6678-1355

こども食堂にじっこ 我孫子5丁目 第3木曜日 午後5時～7時 こども無料　おとな300円

中学生まで無料　高校生300円

a6692-0995

住吉区地域・子ども食堂一覧

フードドライブは、家庭や職場などで
眠っている食品を持ち寄り、必要とする
福祉団体などに寄付する活動です。今年
3月のイベントで実施した際には、多くの
方々から食材を提供いただき、地域・子
ども食堂の皆さんにお渡ししました。今
秋の次の行事で実施予定ですので、皆
さまのご協力をよろしくお願いします。

食のおすそわけ運動食のおすそわけ運動（フードドライブ）にご協力を（フードドライブ）にご協力を

10月27日土 第44回すみよし区民まつり（沢之町公園等）
11月 4日日 南住吉えーまちフェスタ（住吉区民センター等）

3月に実施した際には多くの
ご協力をありがとうございました
3月に実施した際には多くの
ご協力をありがとうございました

手づくりの料理を味わって
子どもの顔も自然とほころびます※

※写真提供：おりおのワイワイ食堂

　子ども食堂は、食事の提供や安心でき
る居場所づくりなどを通じて子どもの貧
困の連鎖を断ち切ろうとする活動です。
住吉区内では、対象を子どもに限定しな
い地域食堂も含めて10の食堂が特色の
ある活動をしています（平成30年7月時
点）。また平成29年10月から住吉区地
域・子ども食堂連絡会（事務局：区社協）が
発足し、広報の面や食材調達の面などで
相互の連携が進んでいます。気になる子
どもを見かけたときなどに情報のひとつ
として教えてあげてください。

　区社協では、昨年度までの5年間、中
学生の学習支援に取り組んできました。
そのなかでさらに早い段階からつまづ
きへのフォローやケアが必要ではない
かという認識のもと、今年度から、小学
生高学年を対象とした学習支援・居場所
づくりを始めています。毎週土曜日の午
前中、勉強が遅れがち、不登校気味など、課題を抱えた子どもたちと学生や
地域のボランティアが遊びや勉強を通じて豊かな人間関係づくりを育んで
います。「毎週ここに来るのが楽しみやねん！」という子どもの声も。10人ま
での少人数ですが随時参加のご相談をお受けしています。

小学生の 学習支援・居場所づくりに学習支援・居場所づくりに
取り組んでいます取り組んでいます

住吉区老人福祉センターは、
●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。

9 住吉区老人福祉センター　a6694-1416　b6606-3412　

毎月第２･４土曜日 午前10時～午後3時
◎コーヒー100円お菓子つき  ゲームコーナーも併設
  ※ボランティアスタッフ募集中！

『つながり』
～いろいろな人が地域の福祉について話し合う機会をつくる～
『ささえあい』
～地域の福祉の今をみんなで共有していく～
『理想の実現へ』
～地域の将来を見据えて、理想に近づく方法を考えていく～

　平成29年5月に策定された「住吉区地域福祉ビジョン」（住吉区役所作成、
区社協作成協力）にもとづき、住み続けたい地域づくりをめざし、地域座談会
（地域での話し合いの場）を開催します。今年度は３地域（墨江・長居・苅田）で
開催します。

地域座談会を開催します

地域の福祉活動地域の福祉活動 地 域・子ど も 食 堂地 域・子ど も 食 堂クローズアップクローズアップ

ここに老人はいません　センターで、出会いましょう　きっと、毎日が変わります

自由参加

講座・教室

・リズム体操　・百歳体操
・みんなでダンス

・健康のつどい ・健康講座
・紙あそび       ・写真
・おかんアート  ・おとなのぬりえ
・絵本教室
・卓球開放DAY など
短期講座
・たのしい健康体操 

特別事業

同好会活動 現在29サークルが活動中！

・歩こう会  ・囲碁将棋大会 ・文化祭
・ボウリング大会 ・盆踊り大会  ・敬老祝会  
・クリスマス会  ・初春祝会 ・社会見学
・音楽ライブ ・お誕生会＆演芸会
・こもれびお楽しみ会 など

・健康体操 ・卓球 ・書道 ・民踊
・詩吟 ・折紙 ・太極拳 ・手芸
・民謡 ・俳句  ・パソコン ・ハーモニカ
・フォークダンス ・ディスコン ・英会話 ・生花
・うたごえサークル ・コーラス ・手芸
・チアダンス など

大阪市立住吉区老人福祉センター大阪市立住吉区老人福祉センター

レクカフェにおいで！！センターでお茶しませんか？

一服しながら
楽しい時間が
過ごせます。

レクカフェ
開店中！

ぶら～っと、 遊びにきてください！新しい出会いが待っています。

地域座談会で大切にすること
算数

特によろこばれるもの
•お米　•パスタ、素麺などの乾麺　•お菓子　　
•缶詰・レトルト食品・インスタント食品
•のり・お茶漬け・ふりかけ　•調味料（醤油、食用油、味噌など）

以下の食品はお引き取りできません
•賞味期限が明記されていない食品  •賞味期限が切れている食品
•賞味期限が１カ月を切っている食品 •開封されているもの
•生鮮食品（生肉・魚介類・生野菜）、冷凍食品 
•アルコール類（みりん、料理酒は除く） •ビン詰めのもの

ご注意ください

支援員が一人ひとりの
ご相談を丁寧に伺います。



　生活支援コーディネーターは、介護予防・生活支援の情報を収集・発信す
るなどして、高齢者の方が地域の活動に参加するきっかけづくりに取り組ん
でいます。また新たに活動の場を創り出すことにも力を入れています。
　今年度に入り、住吉区老人福祉センターと協力してお茶を飲みながら交
流が図れる「レクカフェ」を作ったほか、地域包括支援センター等と協力して、
気軽に集える居場所の立ち上げに向けても動き出しています。みなさんの
「こんな場所あったらいいな」「活動してみたいな」という気持ちをぜひ聞か
せてください。一緒に考えましょう。

生活支援コーディネーターから
～生活支援体制整備事業～

9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

　７月８日に「第５回社協フェスティバル」を開
催しました。この取り組みは「地域福祉、社会福
祉について地域の方々に理解を深めてもらい
たい」「社協についても知ってもらいたい」とい
う思いで毎年１回、開催しています。
　プログラム第１部は、善意銀行預託者への表彰式、払い出し先であるボラ
ンティアグループの活動紹介を行いました。
　第２部は映画「彼らが本気で編むときは、」を上映しました。性的少数者で
あるＬＧＢＴと育児放棄や「家族のあり方」について考えさせられる内容で、偏
見や差別、生きづらさを抱える人たちが地域で暮らすことについて考えて
いただく機会になったのではと思います。
　また、当日、大阪府北部地震のご支援をお願いしたところ、多くの義援金
をお受けいたしました。ご協力ありがとうございました。

「第５回社協フェスティバルを開催しました」
　７月１８日、社会福祉施設連絡会総会が
開催されました。総会では、事業計画、事
業報告、予算、決算の審議が行われ承認
されました。今年度は、２施設が新規加盟
し、６６施設で、高齢、障がい、児童の分野
の違いをこえての学習会や講習会の実
施、防災イベントへの参画等を実施して
いくこととなりました。
　総会終了後の第2部の「公益的な活動の実践報告」では、ライフサポート協
会の石田法人事務局長より、“福祉教育”と“ごはん倶楽部”などの活動が紹介
されました。四恩学園の中西理事長からは、様々な取組みと地域交流ホール
「あびんＣＯハウス」の実践が紹介されました。報告後のグループワークでは、
各参加施設の活動等の情報交換が活発に行われました。

住吉区社会福祉施設連絡会総会

「楽しく笑ってリフレッシュ！！」を開催しました
～家族介護支援事業～

　７月１９日、住吉区民センター小ホールにて、大平
哲也氏（福島県立医科大学教授・日本笑い学会理事）
による笑いと健康についての講演と「笑いヨガ」の体
験、落語家の林家染二氏による講演を開催しました。
　当日は大勢の方が参加され、参加者から「たくさ
ん笑い、笑いが健康に良いことなど興味深い話でし
た」といった声がありました。笑いあふれる楽しい講演会で参加者や介護さ
れている方もリフレッシュいただけたのではないでしょうか。

賛助会員を募集しています！

9 地域支援担当　a6607-8181

会費（年額）／個人会員 １口　1,000円
法人会員 １口 10,000円
※口数に制限はありません。

受付方法／窓口・郵便振替にて受付ています。
　　　　　郵便振替口座　00960-4-252992

加入者名：社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会

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、あたた
かいご支援ご協力をお願い申しあげます。地域の課
題解決に向けてぜひ力をお貸しください。

災害義援金募集のお知らせ

9 中央共同募金会　a03-3581-3846
http://www.akaihane.or.jp/
日本赤十字社　a03-3438-1311
http://www.jrc.or.jp/

大阪北部地震や西日本豪雨などで被災された皆さ
まに心からお見舞いを申しあげます。次の団体では
大規模災害が起こった際に義援金募集を行っていま
す。その他の企業や団体でも随時募集が行われてお
り、趣旨に賛同できるところを選んで、あなたの被災
地を想う気持ちを託しませんか。また、住吉区社協で
は各種行事での義援金の呼びかけや拠点施設での
募金箱設置なども行なっています。皆さまのご協力
をよろしくお願いします。

善意銀行にご協力をお願いします！

昨年度、善意銀行から「住吉区福祉ボランティ
ア活動応援資金」として、区内23のボランティア・
市民活動団体に484,000円を払い出しました。
子ども、障がい者、高齢者を支える活動、歴史や
緑化、居場所づくりなどさまざまなボランティア
活動に役立てられています。

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。

9 地域支援担当　a6607-8181

　住吉区社会福祉協議会監事の中野雅司様が、
これまでの功績をたたえられ、平成30年４月に
春の叙勲 旭日双光章【地方自治功労】を受章さ
れました。誠におめでとうございます。

平成３０年春の叙勲 旭日双光章
受章 おめでとうございます

住吉区社会福祉協議会の会計状況を次のとおりご報告します。

 平成29年度
決算報告

平成30年度
予算

法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
善意銀行事業
生活福祉資金貸付事務事業
地域コミュニティ支援事業
学びあいさぽーと事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
介護予防教室事業
老人福祉センター事業
社会福祉事業基金
地域見守り支援システム事業
生活困窮者自立相談支援事業
認知症初期集中支援推進事業
生活支援体制整備事業
固定資産取得支出
積立資産支出
合　　　計

2,854,329
52,219,801
8,386,802
809,191
557,956
2,871,000
18,063,000
4,795,741
584,100

77,863,851
85,620,883
4,597,260
22,868,933
437,498

43,608,684
10,039,974
11,116,347
3,261,200
3,589,810
20,000,000
374,146,360

区　分 金額（円）

支
　
出

会費収入
分担金収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
施設整備等補助金収入
合　　　計
資金収支差額
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

1,310,000
100,000
402,446

60,930,603
206,238,404

777,720
88,443,846
1,645,555
1,432,705
800,000

362,081,279
-12,065,081
104,380,835
92,315,754

区　分 金額（円）

収
　
入

法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
善意銀行事業
生活福祉資金貸付事務事業
地域コミュニティ支援事業
生活支援体制整備事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
介護予防教室事業
老人福祉センター事業
社会福祉事業基金
地域見守り支援システム事業
生活困窮者自立相談支援事業
認知症初期集中支援推進事業
認知症サポーター地域活動促進事業
固定資産取得支出
その他繰入支出等
合　　　計

4,896,000
55,472,000
7,709,000
1,230,000
620,000
2,980,000
16,269,000
6,986,000
584,000

88,012,000
84,100,000
4,580,000
22,780,000
400,000

46,470,000
11,022,000
14,278,000
3,489,000
37,280,000
2,900,000

412,057,000

区　分 金額（円）

支
　
出

会費収入
寄付金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
その他の収入
合　　　計

1,400,000
520,000

63,361,000
218,818,000

868,000
87,000,000
440,000
1,430,000
37,900,000
411,737,000

区　分 金額（円）

収
　
入

主催：住吉区地域包括支援センター、住吉区西地域包括支援センター
共催：大和川ブランチ、三稜ブランチ

　皆さまからの募金は住吉区の様々な活動等に役立っています。平成29年度にお預りした募金額は
10,215,430円でした。また、1月から3月に取り組んだテ―マ型募金【子ども食堂の支援・学習支援等】へ
は109,206円の志をお寄せいただきました。平成30年度も10月１日から「赤い羽根共同募金」が始まり
ます。今年度も住吉区ではテ―マ型募金も実施します。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。

9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

「赤い羽根共同募金」へご支援ください

家族のあり方に思いを馳せる来場者

実践報告に聞き入る参加者
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すみれの会交流会
（住吉区要介護者を抱える家族の会）

　ご家族を介護されているみなさま。介護での悩みや不安はありませんか。介護で悩んで
いるのはあなただけではありません。同じようにご家族を介護されている方々同士でちょっ
とした悩みを話したり、情報交換をしたりしませんか？
1毎月第3木曜日　午後1時30分～3時
2住吉区民センター図書館棟2階集会室1（住吉区南住吉3-15-56）
直接会場へお越しください。（参加費100円）

　昨今、増加しているシングル介護。ひとりで高齢の親を介護す
る不安は大きいもの…。
　ストレスに押しつぶされず、介護をする人が安心して相談でき
る交流会です。年4回開催しています。お気軽にご参加くださ
い。
111月17日土 午後1時30分～3時30分
2住吉区在宅サービスセンター（住吉区浅香1-8-47）
直接会場へお越しください。

直接会場へお越しください。（参加費100円）

いずれも参加無料。
申込方法／電話、FAX、はがき、来所にて、参加
希望講座名を明記し、①お名前②年齢③住所
④電話番号をお知らせください。
9 ボランティア・市民活動センター

a６６０７-８１８１　b６６92-８813

9 地域支援担当　a６６０７-８１８１

ボランティア・市民活動セミナー
「失語症を知ろう！～失語症の理解と支援」

19月21日金 午後2時～4時
2住吉区役所4階 第４・５会議室

（住吉区南住吉3-15-55）
8「失語症とは？」「支援・関わりのポイント」などに

ついて言語聴覚士の石原明美さんを講師に招
き学びます。

3関心のある方ならどなたでも
450名（先着順）　F9月15日（土）

ハートサポーター養成講座
110月3日・9日・17日・24日・31日

毎週水曜日（9日のみ火曜日）
午後2時～4時
（17日のみ午前10時～12時）

2住吉区民センター集会室、在宅サービスセンター
8「こころの病を知ろう」（講義）、作業所等の見

学、精神障がい当事者との交流等
3精神保健福祉ボランティア活動に関心のある方
430人(多数抽選)
F9月26日（水）

まわしよみ新聞をつくろう！
★シニアの方の地域デビューの準備にオススメ♪

19月28日金､11月17日土の各日
午後2時～4時
※同じ内容のものを2日実施（いずれかの参加でOK）

2住吉区民センター図書館棟2階アトリエ
（住吉区南住吉3-15-56）

8新聞等を持ち寄り、交流を通じてオリジナルの
壁新聞を作ります。

3関心のある方ならどなたでも
420名（多数抽選）　F各日1週間前まで

はじめてのボランティア講座
～手話を体験しよう～

110月20日土 午後1時～4時
2大阪市立大学学術情報総合センター
8手話の基礎知識、挨拶してみよう、聴覚障がい

当事者との交流ほか
3どなたでも
430人（多数抽選）
F10月13日（土）
※この講座は大阪市立大学の
　大学生有志との合同企画です。

災害ボランティア養成講座
110月24日・31日、11月7日

毎週水曜日　午後7時～8時30分
2住吉区民センター図書館棟2階集会室2

（南住吉3-15-56）
8災害ボランティアセンターの運営協力ボラン

ティアとして必要な基本を学びます。
3災害ボランティアセンター開設時に運営協力

を考えてくださる方
420人（多数抽選）　F10月17日（水）

　お父様やお母様、ご家族の介護をされている男性のみなさん！
今や介護者の3割が男性の時代です。ゴールの見えない介護生
活…。誰だって投げ出したくなる時があります。でもひとりじゃな
い！日頃のご苦労や不安な思いを話し合ってみませんか？お気軽
にお越しください。
1毎月第４水曜日　午後1時30分～3時30分
2住吉区民センター図書館棟2階集会室1

（住吉区南住吉3-15-56）

9 住吉区地域包括支援センター　　a６６９２-８８０３
住吉区西地域包括支援センター　a６６74-0800

息子さんと娘さんのための
介護者の集い

参加無料

秘密厳守

秘密厳守

申込不要

申込不要

申込不要

19月18日火 午後2時～4時 
2住吉区民センター図書館棟２階集会室４
3強みを活かした地域づくりに関心のある企業、

事業をされている方、NPOなど
9 住吉区まちづくりセンター

（区役所３階３６番窓口）　a６１１５-７０６２

参加無料

まちづくりセンターでは、区内の各地域における元気なまちづくり、自律的な地域運営の仕
組みづくりを支援しています。今年の3月には、区内の企業やNPOの皆さんに呼びかけ、地域
のさまざまな課題に対して、自社の特長や強みを活かしたアイデアを話し合う機会を作りまし
た。参加者からは「強みを活かすという発想なら、いろいろな団体と一緒にできることが増えて
いく気がしました」との感想も。今年度の1回目のプログラムを下記のとおり開催します。地域
の課題解決に向けてぜひ力をお貸しください。

地域・企業・NPOのつながりづくりを進めています

◆「まちづくり交流ライブin住吉」

ほっこりサロン
～男性介護者の集い～

出し合った強みを
眺めながら

アイデアに思いを巡らせる

ハート
サポーター

申込方法
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