
粗品
進呈

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
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 1 2018年の21号では大変でした
 2 弥次喜多道中の向かったところ、○○参り
 3 主要なものは大血管の周囲や内臓に出入りする

血管に沿って集まっている。腺をつなぐ管の中
の液の流れを整えることで、疲労回復やむくみ
改善、美肌効果など、美容や健康に。

 4 お隣の家
 5 軽薄な流行に左右されやすい人〇〇ちゃん、はあちゃん
 6 阿倍○　生○　遠里小○

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、おうち時間のすごし方などをご記入のうえ、
〒５５８‒００２１ 住吉区浅香１丁目８番４７号　住吉区社会福祉協議会「社協だより夏号 クイズ係」まで。
締め切りは令和3年８月３１日（火）。当日消印有効。
当選者20名（多数の場合は抽選）の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

 7 地球上に存在する大きな陸地。ユー
ラシア、アフリカ、アメリカ、オースト
ラリア、南極を合わせて？アメリカを
南北に分け南極を除く分け方もある

 8 経線の対義語
 9 今日は仕事が○○
10 フランスの首都
11 ○○・山千
12 南米、ペルーを中心に繁栄した帝国

応募方法

〇の中の文字を並び替えて
できる言葉は？

前回の答え：かきつばた

1面“おまけのクイズ”の答え　JR西日本 山陽本線 和田岬駅

脳トレクイズ 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
住吉るるるオレンジチーム
あんしんさぽーと

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

沢
ノ
町

沢
ノ
町

ハガキにて
ご応募ください。

クイズチャンピオン（某テレビ番組）に挑戦‼

FAX 6692-8813

☎6607-8181
☎6607-8181
☎6692-8803
☎6115-8605
☎6115-8150

FAX 6674-0801
☎6674-0800

FAX 6606-3412
☎6694-1416

10

賛助会員を募集しています！

おうち時間を楽しもう！ おまけの脳トレクイズ

～社会福祉協議会のシンボルマーク～

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21のボランティア・市民活動団体に327,000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
などさまざまな活動に役立てられています。

問合せ：地域活動担当　☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

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：地域活動担当　☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

【受付方法】

令和2年度 決算報告

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
積立資産取崩収入
サービス区分間繰入金収入
前期繰越金
合　　　　　　　         計

収入計
1,239,000
200,000

70,404,817
235,722,061

18,042
93,513,040
1,600,957
3,554,295
13,893,000
28,679,025
112,387,266
561,211,503

（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
次期繰越金
合　　　　　　　　           計

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱
⑲

支出計
29,274,467
60,612,254
349,300
7,528,517
609,105
288,920

46,967,489
22,257,871
7,200,000
11,515,000
198,000
502,000
5,829,195

102,427,373
101,022,880
14,278,037
3,623,000
20,003,347
126,724,748
561,211,503

（円）■支出の部

住吉区のパワースポットヒント

（家族介護者のつどい）（家族介護者のつどい）

ボランティア・市民活動セミナー

ざっくばらんな会
　介護をしている人が相談できる交流会です。お仕事をしながら介護をさ
れている方や、子育てをしながら介護されている方など、一人で抱え込まず
に「ざっくばらん」に話をしませんか？

　“春”の到来を喜んだのもつかの間、新型コロナウイルス感染拡大が止まりません。なかなか出口が見えにく
い、そんな時こそ“今だからできること”“これからやってみたいこと”を探してみませんか。今号では地域の
「ふれあい型食事サービスマップ」をご紹介。お出かけのさいには、マスクと手洗いでうつらない、うつさない、
互いへの気遣いと、熱中症対策も忘れずに。

　わたしたちが暮らしている地域では、ちょっとした
助けを必要としている人や、困りごとを抱えている
人など、さまざまな福祉課題・生活課題を抱えている
人がいます。社協は、そういう人たちを支援していま
す。また、地域での支え合い、助けあいの活動をすす
めています。
　「住み慣れた町で幸せな生活を送りたい」という
みなさんの思いを実現するため、住民や地域組織、
保健・医療・教育・福祉などの関係
機関、行政、当事者組織などと協力
して、「みんながつながり、みんな
で支え合い、誰もが安全に安心し
て暮らせるまちづくり」の活動を
行っている団体です。

乗った電車はすぐに折り返します。もしも帰りの電車が
なくなった！という場合は…？ 大丈夫です。接続している
地下鉄は8分から10分毎に運転されています。

近くの「岬」には貴重な歴史遺産が…。幕末の1864年、
勝海舟の設計により構築された「砲台」があります。

さて、近代の産業遺産や歴史を垣間見ることができる駅はどこでしょう。

　地域のみなさまからの会費や寄付、共同
募金の助成や、市・区などから補助金・受諾
金が財源となっています。これらの貴重な
財源は全て、地域を良くするための福祉事
業に役立てられています。

　社協は、全国、都道府県、
市区町村単位にあり、各社協
がそれぞれの地域に応じた
活動を行っています。

★地域がつながる！見守り・たすけあいの
　ネットワークを作るお手伝いをします
 •「食事サービス」「ふれあい喫茶」「子

育てサロン」などの地域福祉活動の推
進支援を行っています。

 •学校・地域住民・企業等に福祉教育を実
施しています。

 •ボランティア・市民活動の支援、子ども食
堂への支援や小学生を対象とした学習支
援（居場所づくり）活動を行っています。

 •社会福祉施設連絡会等の事務局を担
いネットワーク活動のサポートなどを
行っています。

★困ったときの相談先になります
 　住吉区・住吉区西地域包括支援センター、生活困窮者
の自立相談窓口、生活福祉資金相談窓口、地域見守り
相談室などを運営しています。

★地域の福祉ニーズに応えます
 　車いすの貸出し、もしもの時の緊急カプセルの配布
を行っています。

　社会福祉及び社協の「社」を図案化し、「手を取り合って、
明るい、幸せな社会を建設する姿」を表現しています。

開催日時 奇数月　第4土曜日　午後1時30分～3時30分

住吉区地域包括支援センター（浅香1-8-47）
令和3年9月25日（土）・令和4年1月22日（土）

住吉区西地域包括支援センター（墨江2-4-10）
令和3年7月24日（土）・11月27日（土）・令和4年3月26日（土）

場　所 開催月により異なります（下記参照）

空き家セミナー＆お楽しみ行事

問合せ

日　時

定　員

共　催

申込み

場　所

住吉区老人福祉センター　☎06-6694-1416　FAX：06-6606-3412

20名（先着順） 参加費 無料

参加費 無料

住吉区役所／（株）フル・プラス／老人福祉センター
令和３年８月２日（月）より〈来館･電話〉

住吉区老人福祉センター（遠里小野1-1-31）
令和３年８月２１日(土)　午後１時３０分～３時

受講者
募集！

問合せ 地域活動担当  ☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

日　時 令和３年9月22日（水） 午後２時～４時
場　所 住吉区民センター 集会室4

（住吉区南住吉３-１５-５６）
関心のある方

定　員 ２０名（多数抽選）
申込み 電話・FAX・郵便にて、①氏名 ②年齢 ③住所 ④電話番号を

お知らせください。９月15日（水）締め切り。

講　師 北條達人氏
認定NPO法人
国際ビフレンダーズ
大阪自殺防止センター理事長

対　象

問合せ

住吉区地域包括支援センター  ☎０６-6692-8803  FAX：06-6692-8813
住吉区西地域包括支援センター  ☎０６-6674-0800  FAX：06-6674-0801

～あなたにもできる自殺予防～

※詳しくは7月15日発行の老人福祉センターだより8月号をご覧ください。

乞うご期待！

住吉区のある駅から７時１４分発の電車に乗って
８時５０分に着きました。

９９０円の切符を買って3回乗り換えました。乗車
距離は５４．２キロです。

最後に乗った電車は8時46分発でしたが、次の
電車は17時15分までありません。

令和3年4月10日（土）に電車に乗ってある駅に行きました。
次のヒントをもとに到着した駅を当ててください。時刻表で調べればわかるよ。

ヒント 1

ヒント 2

ヒント 3

ヒント 4

ヒント 5

➡答えは4面欄外に

福祉教育“車いす体験”
に取組みました！

“SOCIAL DISTANCE”で
ふれあい喫茶

つながり、支えあって。安心･安全なまちづくりを応援します。

詳細については、
本会ホームページで
公表しています。

❶「社協（しゃきょう）」ってなに？

❹財源はどこからでているの？

❷社協ってどこにでもあるの？

❸どんな活動をしているの？

住吉区社協だより　No.45　2021.夏号4 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。 住吉区社協だより　No.45　2021.夏号 1

1面：社協って？　２面・3面：住吉区食事サービスの歴史／ふれあい型食事サービスマップ
4面：ざっくばらんな会／決算報告／イベント・講座案内／脳トレクイズ

Topics
トピックス

facebookで情報を発信しています。
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
http//www.sumiyoshi-wel.net

編集・発行 

ホームページでも
社会福祉協議会の
活動内容をご確認
いただけます。

No.

45

2021年

夏号



　ふれあい型食事サービス事業は昭和４７（１９７２）年に墨江地域で始まりました。
　墨江地域は、昭和４４（１９６９）年・４５（１９７０）年度に住吉区社協の調整で、当時
の大阪市の「実験的開拓的事業」のモデル地区となりました。地域に隣接する軽
費老人ホーム受念館で調理し、墨江小学校に搬送、高齢者宅には地域のボラン
ティアの方々が配食するシステムでした。
　ひとり暮らしの高齢者に温かい食事を配達する食事サービスは、早くから欧米
で実施されていましたが、日本では昭和４７年８月に東京で、９月に大阪市でスター
トを切りました。それが住吉区墨江地区社協と東淀川区（現：淀川区）ミード社会
館です。ボランティアのみなさんに支えられて、食事サービスは来年には開始か
ら５０年を迎えます！

〈住吉区地域の食事サービスのはじまり〉
　１９７０年代スタート
　　　墨江（７２年）・山之内（７５年）・清水丘（７７年）
　１９８０年代スタート
　　　東粉浜（８２年）・長居（８２年）・依羅（８４年）
　　　遠里小野（８５年）・住吉（８６年）
　１９９０年代以降スタート
　　　苅田（９２年）・苅田北（９２年）・南住吉（９６年）・苅田南（２０００年）

参考文献：『大阪市社会福祉協議会四十年史』

～ 食事サービス ～
地域福祉の歴史のなかの住吉区

14

33 35

32

37

31

36

16

15

24

5
25

3

6

10
11

9
87

1

2

20

21

22

23

34

29

26

27

30

28

13

12

17

18 19

4

1

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35

36

37

33

3

4

5

6

2

　住吉区では、住民の創意工夫によりさまざまな地域福祉活動が展開されています。食事サービスはおおむね65歳以上の
ひとり暮らし高齢者・高齢者世帯などを対象に、地域のボランティアの方々が地域会館などでの会食会や自宅への配食を
行っています。高齢者と地域の方々とのふれあいを深め、地域内でのつながりを目的としています。

　高齢になっても住みなれた地域で暮らし続けていく
ために、生活支援コーディネーターは生活支援サービ
スや介護予防につながる活動など、多様な活動の場
の充実に向けて、地域づくりを応援しています。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、食事サービスは一部中止または内容を変更して実施されている場合があります。

ふれあい型食事サービス

生活支援体制整備事業

問合せ 生活支援コーディネーター・地域活動担当　☎06-6607-8181　FAX：06-6692-8813

墨江

地域名 番号 活動形式 時　間 場　所
会食 第１月　昼 墨江北福祉会館

住　所

上住吉2-11-28 ３００円
配食 週２回（火・金）夕
会食 第３月　昼 墨江福祉会館 墨江4-15-22
配食

会食
配食

会食
配食
会食
配食
会食
配食
会食
配食
会食
配食
会食
配食

会食
配食
会食
配食
会食
配食
会食
配食
会食
配食
配食
配食

会食
会食

配食
配食
配食
配食

会食
配食
配食
配食

会食
配食
会食
配食
配食

会食

会食
会食
会食
会食

配食

週２回（火・金）夕
３００円

遠沢公園集会所 清水丘2-2-17配食 週２回（火・金）夕 ３００円
遠里小野老人憩の家 遠里小野7-5-3会食 第３金　昼 ３５０円
遠里小野会館 遠里小野1-11-28配食 週２回（火・金）夕 ３００円

ふれあいセンター内 東粉浜2-24-16配食 週２回（火・金）夕

週２回（火・土）昼

２７０円

住吉住宅集会所 帝塚山東5-6-1 ３００円

第２・４水　昼 我孫子町会館 我孫子4-3-2 ３００円

第３水　昼 山之内元町会館 山之内元町3-21 ３００円

毎週水　昼 苅田福祉会館 苅田6-10-7 ３００円

第２・４木　昼 庭井会館 庭井1-13-30 ３００円
第２・４木　昼 サンヴァリエ 苅田9-13-28 ３００円
第２・４水　昼 苅田北コミュニティ会館 苅田2-3-1 ３５０円

第２・４水　昼 我孫子一丁目集会所 我孫子1丁目3-18 ３５０円

週２回（火・金）夕 苅田北コミュニティ会館 苅田2-3-1 ３５０円
週２回（火・金）夕 一隅苑 我孫子東1-4-37 ３５０円
週２回（火・金）夕 市営住宅苅田北集会所 苅田4-8-1 ３５０円

毎週水　昼 苅田北福祉会館 苅田3-2-24 ３００円

毎週水　昼 我孫子第一集会所 我孫子2-2-2 ３００円

第２・３・４木　昼 苅田南老人憩の家 苅田9-1-14 ３００円

第２・３・４木　昼 市営苅田南住宅集会所 苅田9-10-1 ３００円

第１・３水　昼 憩いの室
（南住吉第９住宅２号棟集会所）

さくら会
（南住吉第９住宅２号棟集会所）

なごみの会
（住吉区民センター集会室）

ふれんど
（南住吉第１住宅集会所）

みのりの会
（沢之町会館）
あすなろ会

（我孫子西一集会所）

南住吉1-14-2 ３００円

第３月　昼 南住吉1-14-2 ３００円

第３木又は土又は日　昼 南住吉3-15-56 ３００円

第３日　昼 南住吉4-13-3 ３００円

第３土　昼 南住吉3-15-43 ３００円

第１土　昼 我孫子西1-5 ３００円

第２・４水　昼 依羅老人憩の家 我孫子5-2-40 ３００円

第４水　昼 住吉住宅集会所 帝塚山東5-6-1 ３００円

週２回（火・金）夕 和会館 山之内4-3-13 ３００円
週２回（火・金）夕 山一会館 山之内1-12-11 ３００円

第１・２・３水　昼 我孫子南第三集会所 我孫子東3-10-1 ３００円
毎週水　昼 浅香会館 浅香2-2-57 ３００円
毎週水　昼 杉本町会館 杉本2-7-11 ３００円

第２・４木　昼 長居老人憩の家 長居西1-8-11
毎週水　昼 東長居老人憩の家 長居東1-14-14 ３００円

第１水、第３木　昼 住宅協会東長居 長居東2-7

費　用

清水丘

遠里小野

東粉浜

住吉

長居

依羅

南住吉

山之内

苅田

苅田南

苅田北

住吉区MAP
食事サービス編

会食・配食 会食 配食
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