
赤い羽根共同募金は、わたしたちの町の子どもたち、
障がい者、高齢者などへの、地域の福祉活動を支援する募金です。

共同募金運動の期間は１０月1日～３月31日です。

※赤い羽根の共同募金に対する寄付金は、税制の上で優遇されています。

　１月～３月はテーマ型募金（子ども食堂および子どもの居場所・学習支援活動に対する
運営支援）に取り組みます。
　住吉区内の社会福祉施設が募金箱の設置を通じて協力してくれています。

「子ども青空食堂」が実施されました！
　テーマ型募金の配分金
を利用して、住吉区内１１カ
所の地域・子ども食堂が協
力して、８月２４日住吉区民
センター周辺で「子ども青
空食堂」を実施しました。

　街頭や人が集まる場所で募金を
呼びかけます！　
　住吉区社協や日本ボーイスカウ
ト大阪第７４団が実施しています。

　今年４月から住吉区在宅サービスセンター
（区社協事務局）の入り口に設置しました。

　年間を通じて募金箱を設置していただけ
る方（お店・施設）を募集しています。詳しく
は住吉区社協までお問い合わせください。

・山之内老人憩の家・和会館
・住吉区地域見守り相談室
 （住吉区役所４階４３番）
・住吉区老人福祉センター
・住吉区西地域包括支援センター
・住吉区社会福祉協議会（順不同）

　この度、令和元年６月２０日付で、大阪市住吉区社会福祉協議会会長に就任いたしました。
就任に際しまして、その職責の重大さを痛感しているところであります。　
　近年、ひとり暮らしの高齢者や認知症高齢者の増加、生活困窮者世帯の増加などにより、従
来の制度や施策では解決できない複合化、複雑化した地域課題が増えてまいりました。さまざ
まな機関と連携した課題解決に向けた取り組みが求められています。
　社会福祉協議会の理念でもあります「一人ひとりが自分らしく安心して暮らすことができる福
祉のまちづくり」の実現に向けて役職員が一丸となって、地域福祉の推進に取り組んでいく所
存でございます。
　今後とも皆様のご理解とご協力、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。

会長就任のごあいさつ

社会福祉法人　大阪市住吉区社会福祉協議会
会長　山下　保一

街頭募金

共同募金協力型
自動販売機

大阪府
共同募金会

住吉区
社会福祉
協議会

地域の福祉活動に
還元されます

　南住吉ええまちフェスタやす
み博、商店街のまつり等、地域の
イベント等で実施しています。

　ふらっと楽しむ“すみよし”や子どもたちへの学習支
援・居場所づくりの活動、地域の運動会や敬老のお祝い
などの地域のみなさんが参加されている行事や地域の
福祉活動に使われています。

イベント募金 戸別募金

学校募金

職域募金

法人募金
　バッジ（５００円）購入をご希
望の方は住吉区社協までお問
い合わせください。

バッジ募金
募金箱

１年を通じて募金箱を設置

やさしさ３６５日キャンペーン
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住吉区社会福祉協議会 検索

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　

TEL ０６-６607-８１81 FAX
HP

０６-６692-８813
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1面：じぶんの町を良くするしくみ『赤い羽根共同募金』
２面・3面：『第６回社協フェスティバル』報告と社協事業の紹介／『まちづくり交流ライブ』報告 4面：行事・イベント情報



　七夕の7月7日（日）に「第6回社協フェスティバル」を開催しました。この取り組みは
区民のみなさまに社協をより身近に感じてもらうことを目的に、毎年1回開催しています。
　当日は、500名を超える地域住民の方々や福祉関係者のご参加いただき、大盛況
でした。始めに、山下保一区社協会長より、「一人ひとりの暮らしに寄り添いながら、
力を合わせて地域福祉を進めていきたい」と力強い開会のあいさつがあり、ご来賓
の朝川住吉区長より、「見守り活動などの安心安全なつながりづくりが大切」と激励
のお言葉もいただきました。
　プログラム第1部は「社協ってどんなとこ？」。社協の多岐にわたる事業を寸劇で分
かりやすく紹介しました。
　第2部では、アルコール性認知症の母と3人の娘たちとの葛藤と絆を描いた映画
「カノン」を上映しました。
　今回もロビーにおいて、「社会福祉協議会の各事業の紹介コーナー」と「ボランティ
アグループの紹介コーナー」を設置、区社協職員の似顔絵入りの事業紹介冊子を作
成し配付しました。

　似てるか似てないかはさておき、職員の手作
り感が出てて嬉しいです。
　映画「カノン」は３姉妹の世代にあたる若い
お母さんやお父さんにも見てほしいと思い選
びました。子育てと親の介護というダブルケア
なども共感してもらえたかな？と思っていま
す。寸劇は小道具の作成や音響なども職員が
アイデアを出し合いました。短い練習時間のな
かで、最初はどうなることかと思いましたが、本
番はパーフェクトの出来でした（笑）。

　ご来場いただいたみなさま、本当
にありがとうございました。

　住吉区在住の方に対し、一
時的または短期間の車いすの
貸出しをしています。在庫等の
確認が必要なため、事前に住
吉区社会福祉協議会までご連
絡いただき、ご来所にて貸出し
をいたします。

車いすの
貸し出し

福祉教育

もしもの時の
救急カプセルの配付

ボランティア活動
ボランティア

市民活動センター

認知症に関する
とりくみ

相談支援の
とりくみ

　学校、企業、地域住民向けに
福祉教育、ボランティア学習、地
域防災教育を実施しています。

　高齢者等が自宅で具合が悪くなったときに、救急車が必要な“もしも”の
ときの安心と安全を守る取り組みとして実施しています。救急搬送時に必
要な「かかりつけ病院」「持病」などの情報を記したカードをカプセルに入
れ、冷蔵庫に保管することによって救急隊やかけつけた方に必要な情報を
伝え、万一の救急時に備えるものです。

　ボランティアをしたい人とボンティアを求める人のマッチングを行います。
ボランティア活動や市民活動に関するさまざまな相談をお受けしています
ので、お気軽にご相談ください。

　認知症について正しく理解
し、温かく見守る認知症サポー
ター養成講座を開催していま
す。また、専門のチームが支援
を行います。

　高齢者の総合相談(地域包括支援センター)、生活困窮者の自立相談窓口、地
域見守り相談室(制度のはざまの方などの相談)で相談対応を行っています。

●地域、学校、施設、企業などで福祉教育や講習会
に使用される方。

●区内在住の身体の不自由な高齢者や障がい児・
障がい者、また一時的に必要となった方など。

※ただし、介護保険対象者等公的制度が利用でき
る方は制度での利用をお願いしています。

ご利用できる方

手話、車いす、高齢者疑似体験、妊婦体験、薬物乱
用予防、ＬＧＢＴについてなどのプログラムを提供。

主な内容

●６５歳以上のひとり暮らしの方
●７０歳以上の高齢者だけの世帯
●その他、区社協会長が必要と認める方

配付対象者

１ヶ月、3ヶ月まで延長可。 無料

ご利用期間 利用料

第６回 社協フェスティバルの報告社協事業の紹介

冊子の似顔絵から飛び出した
中嶌事務局長

シーン1

シーン4

シーン5

シーン6

シーン2

シーン3
無料

無料

良かった―！車いすが
借りれたらお出かけ
もできるわ！

目が不自由な人の
手引きの仕方、教え
てもらったよねぇ♪

私、相談できるところ
知ってるから今から
電話してみる？

ボランティア活動のこ
となら、社協に気軽に
相談してくださいね！

私この頃いろんなこと思
いだせなくて、どうした
らいいか困ってるのよ。

実家に一人でいる母親が骨折
してしまって。頻繁に手伝いに
も行けなくて困ってるのよ。

一人暮らしって何かと心配！
もし家で具合が悪くなった
らって思うと不安やわぁ。
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賛助会員を募集しています！ 善意銀行にご協力をお願いします！
「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」
　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。
活動趣旨にご賛同いただき、あたたかいご支援ご協力をお願い申しあげます。

賛助会員になられた方には
ステッカーを差しあげています。

　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。

　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13のボランティア・市民活動団体に266,000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、居場所づくり
などさまざまな福祉活動に役立てられています。

問合せ：地域支援担当　電話：6607-8181

個　 　人    １，０００円（１口）
法人・団体  １０，０００円（１口）

※口数に制限はありません。

【会費（年額）】
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
問合せ：地域支援担当　電話：6607-8181

【受付方法】

平成30年度 決算報告

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

　
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
建物修繕積立金取崩収入
前年度繰越金
合　　　　　　　 計

収入計
1,302,000

516,623

61,655,896

209,116,255

792,770

90,673,326

1,432,413

2,868,008

17,491,990

92,315,754

478,165,035

（円）■収入の部

サービス区分（事業名）
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
社会福祉事業基金事業
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
生活支援体制整備事業
生活福祉資金貸付事務事業
地域コミュニティ支援事業
あんしんさぽーと事業
介護予防教室事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
認知症初期集中支援事業
認知症サポーター地域活動促進事業
老人福祉センター事業
当年度繰越金
合　　　　　　　　    計

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

支出計
23,562,015

53,936,787

372,448

7,719,109

1,033,932

401,032

43,657,681

11,022,754

7,200,000

2,958,000

14,889,282

584,100

5,653,696

80,762,411

88,941,283

12,161,620

1,915,405

22,015,807

99,377,673

478,165,035

（円）■支出の部

詳細については、当協議会ホームページで公表しています。

令和元年（平成31年）度 予算

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

　
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
建物修繕積立金取崩収入
サービス区分間繰入金収入
前年度繰越金
合　　　　　　　 計

収入計
1,300,000

520,000

62,091,000

222,996,000

555,000

87,000,000

1,430,000

420,000

4,000,000

2,900,000

79,056,000

462,268,000

（円）■収入の部

サービス区分（事業名）
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
社会福祉事業基金事業
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
生活支援体制整備事業
生活福祉資金貸付事務事業
地域コミュニティ支援事業
あんしんさぽーと事業
介護予防教室事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
認知症初期集中支援事業
認知症サポーター地域活動促進事業
老人福祉センター事業
当年度繰越金
合　　　　　　　　    計

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

支出計
12,756,000

55,617,000

620,000

6,474,000

1,030,000

400,000

46,305,000

13,534,000

6,986,000

2,980,000

15,188,000

471,000

4,580,000

94,912,000

87,000,000

14,278,000

3,448,000

20,746,000

74,943,000

462,268,000

（円）■支出の部

詳細については、当協議会ホームページで公表しています。

～まちづくり交流ライブ
　　　　　　　　　　住吉～

地域や社会に貢献したいプラン検討中です！！

　まちづくりセンター、ボランティア・市民活動センターでは、「住吉区を素敵なまちにしたい！」
と考えている企業や団体が集まる「まちづくり交流ライブ」を開催しています。　　　
　まちづくり交流ライブは、企業や団体がそれぞれもつ“強み”＝できることを組み合わせ、補
いあうことで、新しい取組みや活動を企画したり、地域の困りごとに役立つアイディアを出し
合ったりする、自由な意見交換の場です。回を重ねるごとに参加者が増え、お互いの交流が深
まってきています。ここ何回かは地域の活動者の方々にもご参加いただき、地域の活動と企業
や団体の地域貢献・社会貢献の活動とのマッチング事例がうまれてきています。
　７月2日に開催した第5回では、19団体から25人の参加があり、「地域・企業・NPOの交流プランを考えよう！」をテーマに意見交換
を行いました。みんながやってみたいことを話し合う中で、「まちあるき」と「盆踊り」というキーワードが出され、今後はプランの実
現に向け、具体的な取組みを進めていく予定です。これからの「まちづくり交流ライブ」の活動をお楽しみに！！
　地域貢献・社会貢献に関心のある企業・団体も併せて募集中です。是非お気軽にご相談ください。

in

支出

①
②

③
④
⑤
⑥

⑧
⑨
⑩⑪

⑫⑬

⑦

⑭
⑮⑯

⑰
⑱

⑲

収入

① ②

⑤

⑦
⑧
⑨

③

④⑥

⑩

支出

①

②
③ ④

⑤
⑥

⑧
⑨
⑩⑪

⑫⑬

⑦

⑭

⑮
⑯

⑰ ⑱

⑲

収入

① ②

⑤

⑦
⑧

⑩
⑨ ③

④
⑥

⑪

問合せ 住吉区まちづくりセンター ☎06-6115-7062／ 住吉区ボランティア・市民活動センター  ☎06-6607-8181
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住吉区社会福祉協議会 施設マップ・問合せ先

住吉区社会福祉協議会は… 地域のさまざまなたすけあい・支え合い活動や見守り活動、ボランティア活動のサポート、介護や日常生活の困りごとの
相談支援など、一人ひとりが大切にされる、優しさとぬくもりのある福祉のまちづくりに取り組んでいます。

大阪市立
大学

大阪市立
大学

浅香中央
公園

1

2

3

4 5

6 7

8

「あそぼうさい  
 まなぼうさい  
 おたがいさまの防災」

を開催します

認知症予防
講演会

楽しく学ぼう
成年後見制度

第７回住吉区防災イベント第７回住吉区防災イベント

　大人も子どもも楽しめるさまざまな防災に関する体験
や、災害が起こった時への備えをみんなで考えます。

　成年後見制度ってなに？
　いつ、どんな場合に必要になるの？そんな疑問に
ついてわかりやすくお話いただきます。自分のため、
家族のために学んでみませんか。

　地域包括支援センターでは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活を送
ることができるように、社会福祉士・主任ケアマネジャー・保健師または看護師など
専門職がチームでさまざまな支援を行っています。
　地域に暮らす高齢者の方のさまざまな相談に応じる、身近な相談窓口です。高齢
者ご本人やそのご家族・地域住民の方からの介護や福祉に関する相談に対し、各
サービスや制度の利用に向けた支援や情報の提供
などを行っています。また、高齢者の方が他者から
不適切な扱いを受けたり、権利や利益を侵害され
たとき、生命・身体・財産が損なわれた場合などの、
高齢者虐待の通報・相談窓口となっています。

　介護が必要なご家族様がいらっしゃる方が、ゆっくり
講演を聞いていただけるよう、一時的にご利用いただく
場所があります。ご希望の方は事前にご連絡ください。

講演（実技あり）
「認知症予防と転倒予防」
　講師　横井 賀津志 先生
　　　　森ノ宮医療大学 教授
 　 （作業療法士）
ミニ講演 
「認知症  早期発見・早期治療の必要性」
　講師　たばたクリニック 院長
　　　　田畑 紳一 氏
相談窓口の紹介

「防災クイズ」や子ども劇団（やまのうち）による「防災
演劇」を行います。

●カラフルごみ袋で作るポンチョ　●だれでも体力測定
●トリアージ（識別救急）体験　●ペットボトルランタン作り
●防災体験シアター「クイズで学ぼう 消防を学ぼう！」
　上映４回（整理券あり）

と　き

ところ

問合せ

と　き

ところ

令和元年11月30日(土)　

令和元年12月14日(土)　
開演：午後２時～４時（開場:午後１時30分）

午後１時３０分～４時（開場:午後１時）

住吉区民センター 大ホール
大阪市住吉区南住吉３-１５-５６

と　き

ところ

令和元年11月29日(金)　
午後１時３０分～3時

住吉区老人福祉センター
３階集会室
大阪市住吉区遠里小野１-１-３１

講　師 公益社団法人
成年後見センター・リーガルサポート大阪支部
司法書士　石田 頼義 氏

定　員 ８０名 先着順

申込み １１月７日（木）より、電話または窓口にて、
お申し込みください。

住吉区西地域包括支援センター
住吉区老人福祉センター

共　催

申込先：住吉区老人福祉センター
　　　 ☎06-６６９４-１４１６

地域包括支援センター
～高齢者の暮らしや介護の身近な相談窓口～

住吉区民センター 大ホール
※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

住吉区地域包括支援センター
☎06-６６９２-８８０３

問合せ 住吉区地域包括支援センター  ☎06-６６９２-８８０３
担当地域／遠里小野・依羅・山之内・苅田南

　住吉るるるオレンジチームは認知症の方、認知症の疑いのある方
が、一人ひとりに応じた適切な医療や介護サービスにつながり、住み
慣れた地域で暮らし続けられるように支援します。相談は無料です。

対象となる方
●４０歳以上で、認知症が疑われ、①または②に該当する方
 ①認知症の診断を受けていない、または治療を中断している方
 ②医療サービスや介護サービスを利用していない方
●若年性認知症と診断された方、または疑いがある方

住吉るるるオレンジチーム
（認知症初期集中支援推進事業）

問合せ 住吉るるるオレンジチーム  ☎０６-６１１５-８６０５

ケアルームを開設します
オープニングアクト

第１部

第2部

第3部午後１時３０分～

体験コーナー 午後２時１５分～４時

 １ 干して正月の鏡餅の飾りなどに用いる“干し〇〇”
 3 リアカ－を引きながら～石〇〇いも～
 4 １１月３日の祝日
 6 おぼろ〇〇〇 ～1菜の花畠に、入日薄れ～
 7 秋刀魚と書きます
 8 １１月は〇〇月　１２月は師走

クイズの答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・社協だよりの感想をご記入のうえ、
〒５５８－００２１ 住吉区浅香１丁目８番４７号　住吉区社会福祉協議会「社協だより秋号 クイズ係」まで。
締め切りは令和元年１２月３１日。当日消印有効。
当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

 2 １１月２３日　〇〇〇〇感謝の日
 5 紅葉と書きます

応募方法

〇の中の文字を
並び替えてできる言葉は？

粗品
進呈

脳トレクイズ

キーワードは
「おたがいさま」

です！

入場
無料

申込
不要

入場
無料

入場
無料

申込
不要

出張相談会
開催！

日程：令和元年１２月１１日（水）午前１０時～１２時
場所：住吉区役所南側１階エレベータ前ホール

タテのかぎ

ヨコのかぎ

大阪市住吉区浅香1-8-47

住吉区社会福祉協議会
住吉区ボランティア・市民活動センター
住吉区地域包括支援センター
あんしんさぽーと
るるるオレンジチーム

住吉区西地域包括支援センター 住吉区老人福祉センター
大阪市住吉区墨江2-4-10 大阪市住吉区遠里小野1-1-31

大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所内）

地域見守り相談室
生活自立相談窓口
生活福祉資金相談窓口
住吉区まちづくりセンター

沢
ノ
町

沢
ノ
町

ハガキにて
ご応募ください。

住吉区西地域包括支援センター  ☎06-６６74-0800
担当地域／墨江・清水丘・南住吉

横井 賀津志 先生

転倒予防体操メニュー
先着無料配布
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