
粗品
進呈

令和3年12月4日（土） 午後１時３０分～４時30分（午後１時開場）
住吉区民センター　大ホール

※新型コロナウイルスの感染状況
　により中止となる場合もあります。

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 目標、数値を超えること
 2 日本の代表的な花の一つ。
  パスポートの表紙にも図案化
 4 サトウキビ以外でもテンサイ、
カエデからも作られる

 6 １９世紀後半に発明。大正時代
には「キネマ」とも呼ばれた

 8 アキアカネ、オニヤンマ。古生代
には翼開長60㎝超えのものも

 9 ジャイアントパンダの好物。
  レッサーパンダも好んで食べる

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、銭湯にまつわる思い出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「社協だより秋・冬号 クイズ係」まで。
締め切りは令和3年12月３１日（金）。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。

 1 学名ニッポニア・ニッポン
 3 漢字では厚狭。山陽新幹線の最も新しい
駅で新山口と新下関の間

 5 勉強や事務をするときにむかう
 7 日本最大級のサケ科の魚。１ｍに育つまで10年も
 9 フランスの小説家。代表作に「悲しみよ
こんにちは」

10 なす、しょうが、ゆずの収穫量日本一の
県の旧国名

11 ドラマ「太陽にほえろ」の主人公藤堂係長
の愛称

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：かんのん（観音）

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
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第７回 社協フェスティバル開催のご案内

パンドラの箱の中に
残った最後のもの

ヒント

　地域包括支援センターでは専門職が相談をお受けしています。困ったときは一人で悩まずお気軽にご相談ください。
　また、今号では地域の「銭湯マップ」も紹介しています。銭湯の起源は６世紀の飛鳥時代、聖徳太子の頃に遡るとか。現在、大阪府で銭湯は約480か所
あり、東京都に次いで全国で2番目の多さ。利用者の減少などにより町から銭湯の姿が消えつつあるなか、住吉区では現在も11軒の銭湯が営業されて
います。｠銭湯は今でも老若男女が集まるコミュニケーションの場です。春号の「ふれあい型食事サービスマップ」とあわせて保存・ご活用ください。

　1951（昭和26）年、戦後の復興が続くなかに住吉区での地域福祉推進に取り組む団体として住吉区社会福祉
協議会が設立され70年を迎えました。12月4日（土）には「社協フェスティバル」を開催します。
　こんな時だからこそ、心でつながり笑顔あふれる毎日をと願い、職員一同、感染拡大予防へ最大限の注意を行い
つつ業務に携わっています。引き続き、ご支援ご協力をお願い申しあげます。

地域包括支援センターって？
高齢者の方に関するご相談なら何でもお聞きします！
ご本人、家族、近所の方、どなたからでもOKです。匿名でも構いません！
相談は無料で、秘密もお守りします！

住吉花子さん（住吉区我孫子在住６５歳）
Q． ６５歳になったばかりなんやけど。一人暮らしやし、今後の生活が心配・・・。
　　今は何とか自分のことはできてるけど、何かあった時にはどこに相談したらいいんかな～

ある日のこんな相談･･･

他にもこんな相談ができます！

地域包括支援センターは身近な相談窓口。“あるある”Ｑ＆Ａをご紹介。
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　10月1日から12月31日まで「赤い羽根共同募金」運動に取り組んでい
ます。期間中の募金は地域の福祉課題や災害時における支援などに役立
てられます。１月から３月までは区内の子ども食堂・居場所作り・学習支援
への支援を目的に「テーマ型募金」を行います。
　毎年９月の高齢者福祉月間には、その年100歳を迎
えられる区内在住者へお祝いの品をお贈りさせていた
だいています。今年も５１名の方にお届けすることが
できました。
　共同募金は誰もが参加できるボランティア活動で
す。年間を通しての募金箱の設置にご協力いただ
ける会社や店舗などについても募集しておりま
す。みなさまの温かいご支援ご協力をよろしくお
願いいたします。

●住吉区地域包括支援センター
　（大和川・我孫子南中学校区にお住いの方）
　住所：浅香１-８-４７（住吉区在宅サービスセンター）
　☎０６-６６９２-８８０３　FAX：０６-６６９２-８８１３
●住吉区北地域包括支援センター
　（住吉・大領中学校区にお住いの方）
　住所：帝塚山東５-６-１（すみよし隣保館寿内）
　☎０６-６６７８-１５００　FAX：０６-６６７８-１５０１

●住吉区東地域包括支援センター
　（我孫子・東我孫子中学校区にお住いの方）
　住所：苅田４-３-９（ふれ愛の館しおん）
　☎０６-６６０８-２１１０　FAX：０６-６６０７-２５１１
●住吉区西地域包括支援センター
　（三稜・墨江丘中学校区にお住いの方）
　住所：墨江２-４-１０
　☎０６-６６７４-０８００　FAX：０６-６６７４-０８０１

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

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

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

赤い羽根共同募金運動に
　　　  ご協力をお願いします

◇ 社会福祉協議会役員（感謝）
西野 真知子 様 （区主任児童委員連絡会代表　住吉区社協評議員）

アロマケアブロッサムボランティアチーム 様 ・ 脳ばんざい 様

◇ ボランティア団体（表彰）
Bella Donna@human note 様
NPO法人 ホワイトネット 様
アロハ ホク RYOKO 様 ・ かざぐるま 様
住吉マジッククラブD＆T 様 ・ 心フリー 様

◇ ボランティア団体（感謝）

令和３年度 地域福祉推進功労者表彰

この度、次の方々が日頃の功績をたたえられ、
令和３年度 大阪市社会福祉大会で表彰を受けられました。

おめでとうございます。

日　時

場　所

日 時

400名（先着順）定  員場  所

11月６日（土）午前10時～電話・FAX・ハガキにて①氏名②住所③電話番号をお知らせください。申込み

令和4年1月30日（日）　
【午前の部】 10時30分～正午
【午後の部】 2時～3時30分

住吉区民センター大ホール（南住吉3-15-56）

主　催 住吉区地域・子ども食堂連絡会
共　催 住吉区社会福祉協議会 後　援 住吉区役所

定　員 各回400名（多数抽選） ご参加いただけない場合のみ、連絡します。

対　象 住吉区の子ども・保護者、子ども食堂に関心のある方

申込み 令和３年12月１日～令和４年１月１５日の期間に電話、FAX、来所にて
①氏名②年齢③住所④電話番号⑤希望の回（午前の部か午後の部）
お知らせください。

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

講　師 大きな手

定　員 30名（多数抽選）

申込み 令和3年１１月２日（火）～
１１月16日（火）〈来館･電話可〉

当選発表 令和３年１１月１8日（木）

入場
無料

入場
無料

参加
無料

要申込 吹き替え版・字幕もあり

介護予防講座
「シニアエクササイズ」

受講者募集！受講者募集！

日　時

場　所

令和3年11月20日（土） 午後１時３０分～3時　
住吉区老人福祉センター
（遠里小野1-1-31）

【上映予定】

すみよし子ども映画会おめでとうございます！

あなたの町の
地域包括支援センター

包括職員
A.　もちろんです！どんな制度があるか、介護保険の仕組みがどうなっているか
 知っておくだけでも安心ですよね！
 ちなみに住吉区のどちらにお住まいですか？

住吉花子さん
Q.　えっ！？？住まいによって

相談するところがちがう
んですか？

包括職員
A.　そうなんです。住吉区には４か所の地域包括支援センターがあり、
 その方のお住まいのご近所で相談することができます。

介護保険の申請の仕方や、福祉用具（歩行器や
手すり）のこと、物忘れや認知症に関すること、
近所に住む気になる高齢者のことなどなど、お
気軽にご相談ください！

浅香太郎さん（近所の民生委員さん）
A.　それなら地域包括支援センターってところにいったらいいで！今すぐのことの相談やなくても、

先々の心配事とか何でも相談していいみたいやし！ 一緒にいってみよか～

住吉花子さん
Q.　今すぐ、ヘルパーさんとか何かをお願いしたいわけやないんですが、
 最近、物忘れとかがたまにあって、今後の生活が心配なんです～相談のってくれますか？

わからなければいずれかにご連絡ください。
担当のセンターをご紹介させていただきます！

※所在地については２面３面の地図をご参照ください。

※新型コロナウイルスの感染状況により、イベントを中止・変更する場合があります。
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1面：地域包括支援センター／社協フェスティバル　２面・3面：銭湯ＭＡＰ
4面：地域福祉推進功労者表彰／赤い羽根共同募金運動／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。

2021年
秋・冬
号 No.
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住吉区西地域包括
支援センター

住吉区東地域包括
支援センター

住吉区地域包括
支援センター

住吉区北地域包括
支援センター

※日によって営業時間を変更している場合があります。
〔令和３年10月現在〕

◆大人 ４９０円
◆中人（小学生） ２００円
◆小人（幼稚園児まで） １００円

●①

●①

万代湯

万代湯

●② ●②浜口温泉 浜口温泉

●③
●③

朝日温泉
朝日温泉

【住所】万代6-9-26
　　　☎06-6672-0071
【営業時間】15：30～23：00
【休業日】毎週金曜日

【住所】南住吉3-11-8
　　　☎06-6692-9808
【営業時間】
月～金／12：00～24：00
土曜日／5：00～24：00
日曜日／5：00～11：00
　　　　13：00～24：00
【休業日】無休

【住所】清水丘1-31-15
　　　☎06-6671-0526
【営業時間】14：00～24：00
【休業日】毎週月曜日

●④

●④

高手湯

高手湯

●⑤

●⑤

熱海温泉

熱海温泉

【住所】清水丘1-23-2
　　　☎06-6671-1093
【営業時間】15：00～22：30
【休業日】毎週金曜日

【住所】遠里小野5-11-13
　　　☎06-6692-2556
【営業時間】15：00～23：30
【休業日】毎週土曜日

銭湯を利用するときに守ってほしいマナー
一、 浴室・浴槽に入るときは上着だけでなく下着もすべて脱いでください。
一、 浴槽に入るときはシャワーなどで体の汚れを洗い流してください。
一、 浴槽にはタオルなどを入れないでください。
一、 浴室や浴槽のなかで洗濯をしないでください。
一、 浴室から脱衣場に戻るときはぬれた体をふいてください。

●⑥

●⑥

●⑪

●⑪

寿温泉

寿温泉

●⑦

●⑦

錦船温泉

錦船温泉 ●⑧

●⑧

辰巳温泉

辰巳温泉

【住所】山之内4-15-2
　　　☎06-6691-0180
【営業時間】15：00～23：00
【休業日】毎週火曜日

【住所】大領1-1-5
　　　☎06-6693-7896
【営業時間】15：30～22：30
【休業日】毎週土曜日

【住所】大領5-10-11
　　　☎06-6691-0206
【営業時間】15：00～22：30
　　　　　（22：00最終入館）
【休業日】毎週水曜日

●⑨

●⑨

花里温泉

花里温泉

●⑩

●⑩

錦温泉

錦温泉

【住所】長居4-10-14
　　　☎なし
【営業時間】7：00～23：00
※日曜日／5：00～23：00
【休業日】毎週土曜日

【住所】苅田8-10-27
　　　☎06-6696-0419
【営業時間】
月～金／14：00～26：00
土曜日／14：00～24：00（オールナイト）
日曜日／0：00～26：00
【休業日】不定休（ほぼ年中無休）

玉乃湯

玉乃湯

【住所】杉本1-4-29
　　　☎06-6698-8917
【営業時間】14：30～25：00
【休業日】不定休

入浴料金

　大きな湯船に高～い天井、タイルで描かれた壁画もきれい。壁にそびえ
るビーナス像、今や珍しくなった湯鉢は必見。打たせ湯、露天風呂、電気風
呂、サウナ、その日の気分で試してみては？昭和レトロな雰囲気満点の番台
には気さくな店主がお出迎え。イベント抽選会、お風呂あがりに飲む冷たい
フルーツ牛乳やアイスコーヒーにおでん！
お楽しみも満載！心も体も癒されながら
それぞれの銭湯の特徴を楽しんでみては
いかがでしょうか？

取材を終えて
生活支援コーディネーター

　今回の取材を通して感じたことをひとことで表
すと「銭湯って楽しい！」です。幼いころに行った時
そのままの懐かしいレトロな雰囲気の銭湯、
「えっ？今はこんなこともやってるの！？」と驚いて
しまう新感覚の銭湯、いろいろ個性が光っていま
した。お風呂から上がってこられるみなさんはと
てもリラックスされ、いいお顔でした。銭湯ってほ
んと、心にも体にも良いんですね。毎日開店までに
タイルを磨き上げ、深夜まであったかいお湯を沸
かしてくださっている店主さんたちの真心が、きっ
と体の芯まで伝わっているのだと思いました。

☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8803

生活支援体制整備事業

問合せ

い～い湯だ～なぁ～♪
今回は、住吉区にある11か所の銭湯をご紹介します。

住吉区
MAP
銭湯編

　今回は住吉区マップ第２弾「銭湯
編」を作成しました！町の銭湯は言
い換えれば、地域のコミュニティの
場、つながりの場とも言えます。生活
支援コーディネーターは、銭湯を含
め地域とのつながりを大切にし、身
近な地域での高齢者の「介護予防」
（健康づくり、居場所づくり）や、「生
活支援」（困りごとへの助け合い）の
充実に向けて取り組んでいます。

※大人料金のうち中学生料金は別に定めているところも
　あります。
※すべて税込みの価格です。
※利用料金については店舗よって異なる場合があります。
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