
地域で暮らす人が集まり、おしゃべりなどを楽しみながら、世代を超えて、
人と人とのつながりを深める「サロン活動」。生野区のいろんな地域でもさまざまな
サロン活動がおこなわれています。今回はその一部をご紹介します。

大阪教会老人大学 いわき生野学園ふれあい喫茶

12月7日（木）に「サロン・居場所づくり交流会」を松野農園をお借りして開催しました。
今回は子どもの居場所づくりの話題が多く、ここに参加して久しぶりにつながった方もおられました。
活動者が集まることで、「サロン」「居場所」といっても多様な幅広い活動があると実感。

大阪教会大阪教会

日　時
場　所
対　象
参加費
問合せ

毎週火曜日　11:00～14:00
大阪教会（中川西２-５-１１）
65歳以上の方
200円（食事代）
ＴＥＬ：06（6712）3377

第3月曜日　14:00～16:00
いわき生野学園（小路３-１９-１９）
どなたでも
100円
ＴＥＬ：０６（６７５３）１１２１

とできるところ、あります！とできるところ、あります！

サロン・居場所づくりに
取り組んでいる人同士
つながりませんか？

メッセージ メッセージいろんなことが学べます！見学OKです 近隣へふれあいお弁当宅配もさせていただいています

ほっ

メッセージ 近隣へふ

ＴＥＬ：０６

メ セ ジ 近隣へふ

100円
ＴＥＬ：０６

いわき生野学園いわき生野学園

第3月曜第3月曜
いわき生いわき生
どなたで
100円

日　時
場　所
対　象
参加費
問合せ
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社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会
生野区在宅サービスセンター

「おかちやま」

社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会（区社協）〒544-0033 大阪市生野区勝山北3丁目13番20号
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● 社会福祉法人大阪市生野区社会福祉協議会

● 生野区老人福祉センター

〒544-0033 大阪市生野区勝山北3-13-20

〒544-0021 生野区勝山南4-7-35

区社協マスコット
キャラクター
はーとちゃんホームページ http://ikunoku-shakyo.jp/
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興味のある方は、生活支援コーディネーターまでご連絡ください。

話題が多く、ここに参加して久し
」「居場所」といっても多様な幅

協議会までお問い合わせく

ださい。 問 合 せ 生活支援コーディネーター（担当：仲村）　ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１

OK す

なんでも相談いらっしゃ～い

大相談会

１０：00～１６：00（受付は１５：30まで）

地域や福祉施設での特技を生かした活動（音楽・パフォーマンスなど）／図書・朗
読に関わる活動／視覚障がい者に関わる活動（点訳・音訳など）／聴覚障がい者
に関わる活動（手話など）／精神保健ボランティア活動／地域での喫茶・サロン
活動／子育て支援・おもちゃ図書館活動／地域生活支援(外出支援や家事援助
など)／その他、善意銀行運営委員会で判断した活動

第1回 第2回 第3回
2月3日（土）
13：30 ～15：00 

「ボランティアグループ「サロン・アイ」の活動」

2月１７日（土）
13：30～15：00

生野区社会福祉協議会　生野区ボランティア・市民活動センター　電話、またはFAXでお申し込みください。　
ＴＥＬ：06（6712）3101　FAX：06（6712）3001

ボランティアグループ「サロン・アイ」・生野区ボランティア・市民活動センター

●社会福祉法人大

問 合 せ

問 合 せ問 合 せ

場 　 所

E-mail：illd@crux.ocn.ne.jp  ＴＥＬ：06（6717）2967 （担当：加藤佳津子）

申込・問合せ

開催場所

申込・問合せ

地域支援担当　ＴＥＬ：06（６７１２）３１０１　

払出対象

生野区
ＴＥＬ：0

申込・問合せ

締　　切

福祉協議会　生野区ボ
712）3101　FAX：0

ボランテボランテ

社会福
06（67
区
0
区
0

共　　催

第1回
2月3開催日時 2月3
13：30

開催 時

講　　師 講　　師

ー
講　　師

７
0

「ボランティアグルー

講　　師

0１０：00１０：00

場 　 所

開催日時

第2回

講 師

開催日時

第3回
2月１2月１
13：30

講 師

開催日時

払出対象

払 出 額

申込期間

申込・問合せ 地域支援

払 出 額

申込期間

払出決定 顔の見える関係づくりから 災害時の助けあいへ顔の見える関係づくりから 災害時の助けあいへ顔の見える関係づくりから 災害時の助けあいへ顔の見える関係づくりから 災害時の助けあいへ
～ＮＰＯと一緒に取組む地域防災～～ＮＰＯと一緒に取組む地域防災～

NPO法人 
フェリスモンテ

特定非営利活動法人 
　レクリエーションと生涯学習をベースに、人々の『活き生き（生きがい）支援』を目的に、以下、① 「ふれ
あいサロン（介護施設や地域居場所に楽しい・元気・笑顔のお届け、認知症予防セミナ－や人材育成のス
キルUPセミナ－）の講師」② 「楽しいづくり・絆づくり（水郷めぐりなど体験や見学学習・コミュニケ－ショ
ンづくり）」③ 「地域・社会貢献」の３本柱で活動を展開しています。

大阪市阿倍野総合生涯学習センター あべのハルカス近鉄百貨店『縁活』

　困っているけど、「どこに相談に行ったらいいか
わからない」といった経験をしたことがありませんか？
　弁護士、司法書士、精神保健福祉士をはじめ、
各分野の専門家に無料で相談できます。
　韓国・朝鮮語ができる相談員および手話
通訳者がいます。

生野区地域福祉アクションプラン推進委員会
（市民と区役所・区社会福祉協議会と協働しています）
事務局　生野区社会福祉協議会
ＴＥＬ：06（６７１２）３１０１　FAX：06（６７１２）３００１

生野区民センター 1階ホール

平成３０年度　善意銀行「特定テーマ」払出

善意銀行に預託いただきました、みなさまの善意（寄付金）を原資に、払出（助成）先を募集します。

生野区内で福祉ボランティア活動を行っているグループ
（５人以上で構成されていること）
１件４万円以内（平成３０年度中の活動にかかる経費が対象）
２月１３日（火）～３月９日（金）　
５月下旬（交付は６月）

福祉ボランティア活動の例

※申請書類等は、期間内にホームページからダウンロードできます。

2月10日（土）
13：30～15：00 ※サロン・アイと合同

２月１日（木）

生野区在宅サービスセンターおかちやま
2階多目的室

「家族への想い」～障害のある妻とともに生きて～「ピアサポートって楽しい！」「精神障がい者の社会参加について」

西浦 清輝さん
（ボランティアグループ「サロン・アイ」代表）

15：00～15：30

ぜひお越し
ください

ＩＬＤ プロジェクト

活  動  例

貢献活動に参加“ 脳活・心活・体活 ” “ 認知症予防セミナ－ ”講師として

３月１１日（日）

精神障がいのある人が
地域社会で安心して生活できるために

精神障がいのある人が
地域社会で安心して生活できるために

「福祉ボランティア活動応援資金」 払出先の募集「福祉ボランティア活動応援資金」 払出先の募集

精神保健福祉講座精神保健福祉講座

合田 享史さん（フリーランス・ ライター）森 実恵さん（作家・詩人）山田 和子さん
（大阪市生野区保健福祉センター
保健福祉課（保健活動）精神保健
福祉相談員）

参加
無料

定員
40名

活動領域

NPO法人 
出発のなかまの会
たび だち

“誰もが排除されることの
ない社会づくり”を目指し
1979年より活動。重度の
障がい者（児）の地域生活
を支援する事業の他、居場
所づくりを行っている。

地域で暮らし続けられるよ
う、ヘルパー派遣、配食サー
ビス、福祉有償運送、高齢
者や障がい者が共に過ご
す「地域共生型デイサービ
ス」等を行っています。

生野南防災訓練

東中川防災計画

災害に強い
まちづくりへ

生野

東中

はじめの一歩はじめの一歩
ＮＰＯ

企　業

学　校行政等

施　設

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
福
祉
施
設
等

地　

域

ＮＰ

顔の
見える関係
顔の

見える関係

商　店

住　民

協働協働

大きな災害が発生した直後、頼りになるのは、 隣近所をはじめとした
住民同士の助けあいです。 日常の『顔の見える関係づくり』が大切ではないでしょうか。

生野区社会福祉協議会では、このような「地域」と「NPO・社会福祉施設等」のつながりをサポートしています。

生野区では、災害時に『住民だけで頑張る』のではなく、地域の中にある様々な
ＮＰＯや社会福祉施設などと協働し、防災に向けた取組みをおこなっています。



善 意 銀 行

おかちやまおかちやまデイサービスセンターおかちやま のご案内

生野区
介護家族の会 楽護会楽護会楽護会

生野会館開放するデー

生野区内19地域の活動を順番に紹介します。

　「こんにちは」子ども達の元気な声が響きます。生野会館では毎週水曜日3時
から6時迄、子ども達に遊び場所としてホールを開放しています。宿題をする
子、おやつを食べる子、ゲームをする子、卓球をする子とそれぞれですが、決め
られたルールの中、自由に活動しています。地域に住むお母さんの「雨の日に子
どもが遊べる場所があれば」の一言でこの事業は始まりました。3年目に入り
子ども達の間でも水曜日は定着しています。受付や見守りは女性部長子ども
会役員でやっています。子ども達が自由に動く中、喧嘩も起こります。大人数に
なると騒がしく、ルールを破ることもあります。どの辺りで注意をすれば良いの
か？見守りの方は色々考え大変ですが、皆さん「子ども達に元気を貰える」と前
向きに取り組んで下さっています。又、年に3回広報委員会で子ども向けのイベ
ントを実施しており、子ども達も楽しみにしています。他区から見学に来られた
り、区役所に御礼の手紙が届いたりして、今子ども対象の事業の必要性を実感
しています。まだ課題や問題点はありますが、今後も子ども達の居場所の一つ
としてこの事業を続けて行きたいです。

生　野

じわえ がお

田島っ子の笑顔いっぱいお餅つき
　好天に恵まれ恒例の世代間交流餅つき大会が本年度も開催されました。
　前日のお米を洗ったり、道具を出したり、PTAを含め防災リーダーや地
域の皆さんの協力で素早く設営も完了し、150キロ以上のお米を次々と
ついていきます。
　風もなく暖かな日差しもあって、例年になく和やかな雰囲気で開催でき
ました。
　校庭に並べられた机と椅子はお年寄りや子どもたちであふれかえって
おり、ガチメンやPTAOBの天長会（今年はステンシル）・バザーのブース
もあり盛りだくさんの企画で“たしまっ子”の笑顔あふれる年末行事となっ
ています。
　「お餅をつきたい！」と、列をつくる子どもが今年は少なかったような気が
したのは私だけでしょうか。 お餅つきという行事も、引き継いでもらえるこ
とを願います。 〈田島校下社協編集委員〉

〈生野校下社協編集委員〉

田　島
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若年性認知症を理解するための講演会若年性認知症を理解するための講演会
～若年性認知症の支援について～～若年性認知症の支援について～

若年性認知症の支援について、事例を通して具体的支援を学びます。

生野区在宅サービスセンター　2階　多目的室
生野区地域包括支援センター　ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０３　ＦＡＸ：０６（６７１２）３１１３

生活に困ったら、まずご相談ください

平成２６年１０月１日より、生野区 生活困窮者自立支援事業として『生活自立支援
相談窓口』の名称で、これまで約1,200名の相談を受け自立に向けた支援を行っ
てきましたが、「生活自立支援って、なに？」とわかりにくい名称となっていましたの
で、よりなじみやすく、相談しやすい窓口となるよう、平成２９年１０月１日から『くらし
の相談窓口いくの』と名称を変更しました。

　今年も区内にお住まいの方から「おいしいお米を食べてお元
気になってください」と善意銀行に預託いただきました。早速、
地域の食事サービスや施設・事業所に払出しをおこないまし
た。払出先より、「地域の皆さんに美味しく食べてもらい、笑顔
になってもらいました」といったお声をいただきました。

赤い羽根共同募金にご協力いただき、
ありがとうございました。
　共同募金は、住民のみなさまに身近な地域福祉
事業や社会福祉施設の整備、社会福祉団体やボラン
ティア団体の活動支援などさまざまな事業を支える
資金となっています。
　共同募金は誰もが参加できるボランティア活動です。昨年も地域のみなさま
のご協力をいただきありがとうございました。共同募金は１年を通じて承ってお
りますので、詳しくは生野区社会福祉協議会までお気軽にお問合せください。

生野区在宅デイサービスセンターでは「アットホームなデイサービス」を心がけています。
   ぬくもりのある雰囲気の中でいきいきと楽しく、一日をゆったりと過ごされています。
地域のボランティアさんや職員と楽しく会話をされ、笑顔がいっぱいです。
季節の行事も盛りだくさんです。お一人おひとりの暮らしを支え、くつろぎと仲間づくりの場を
目ざし、ご家族の介護負担の軽減にもつながればと思っています。

平日9:00～17:30 土・日・祝日・年末年始は休み

生野区役所（勝山南3-1-19）3階31番 くらしの相談窓口いくの

電話での予約をお願いします（予約優先）
※直接窓口に来られての相談も可能です

くらしの相談窓口いくの

主催

1
回

2
回

3
回

4
回

2月13日(火)
  13：30～15：00

日　時 内　容 講　師

生野区社会福祉協議会　認知症初期集中支援チームおかちやまオレンジチーム　見守り相談室　生野区地域包括支援センター

見守り相談室見守り相談室
見守り相談室では、要援護者名簿を災害時

の避難支援や地域での見守り活動に活用

する目的で地域提供できるよう整備してお

ります。郵送確認や訪問による確認により

7,000名を超えるに同意確認しております。

今後も同意確認を推進し地域提供の際に

は、名簿を有効に活用いただけることを目

的に地域の自主防災組織、民生委員・児童

委員の方々とともに要援護者の把握と、気

になる方の発見につながるようワーク

ショップなどの開催を推進してまいります。

<物品預託>７件＜金銭預託＞6件

　善意銀行は、区民の皆様や企業・団体の預託（寄附）をお受けして、地域福祉推進の
ための活動などに活かすことを目的とする事業です。
「金銭」や「物品」の預託（寄附）など、皆さまの温かい善意の預託をお受けしています。
　なお、善意銀行への預託（寄付）金は税法上の控除の対象になります。平成29年4月
～12月の間に預託いただいた方は次のとおりです。（順不同・敬称略）

・ボランティアグループあじさい
・大阪市スポーツ推進委員生野区協議会
・勝七北ボランティア
・生野区訪問介護事業者連絡会運営委員
・大阪東部ヤクルト販売株式会社
・勝山北ボランティア（西澤茂男）

・匿名（3名）　　
・一般社団法人　POOLE　　
・森下律子　・森下雅三
・田窪弘政

地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１

地域の食事サービス
た。払出先より、「地域
になってもらいました

赤い羽根共

地域支援問 合 せ

丹波産新米１，５００ｋｇの預託をいただきました

美味しく、甘く
炊き上がりました！

デイサービス担当 （体験利用・見学・デイサービスの内容・ご利用料金など） ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　ＦＡＸ：０６（６７１２）３００１

2 広報紙「ふれあい生野

季節の行事も盛りだくさ
目ざし、ご家族の介護負

デイサー問  合  せ

ご利用について

1日１８名（金曜日以外余裕があります）

月曜日～金曜日  ９：００～１７：００
（５～７時間未満のサービス提供） 
土・日・祝日・年末年始
（１２月２９日～１月３日）は、お休み

内 ご利用について

月曜日～金曜日  ９：０
（５～７時間未満のサー

日　　時

２）３１０１　ＦＡＸ：Ｌ：０６（６７１

1日１８名

土 日 祝日 年末年始
（１２月２９日～１月３日

（５～７時間未満のサー
土・日・祝日・年末年始

定　　 員

ただ今定員に
余裕があります。
体験利用もできます
ぜひ一度のぞいて
みてください

第３回 

若年性認知症

開催日時開催日時

会　　場会　　場

対　　象

生野区主　　催

対　　象

申込方法

生野区主 催

申込方法

申込・問合せ　

回

会　　場

主　　催

共　　催

生野区生野区生野区会会会会会会会会　　　場場場
生野区生野区生野区生野区生野区生野区

主　　催主　　催主 催主 催主 催主 催

共　　催共 催共 催共 催共 催催

申込・問合せ　おかちやまオレンジチーム(担当　石川・西田・福岡)
ＴＥＬ：06（6712）3113　ＦＡＸ：06（6712）3122

お電話かFAXでお申し込みください。

若年性認知症に関心のある方

NPO法人 認知症の人とみんなの
サポートセンター

岡)

NPO法人 認知症の人と
サポートセンター

講　　師

生野区在宅サービスセンター　2階　多目的室

2月5日（月）13：30～15：00

参加
無料

定員
50名

代表 沖田 裕子さん

講師プロフィール ● 特別養護老人ホームや重度認知症
デイケアなどに勤務後、若年性認知症の人や家族支援などを
主に行うために、特定非営利活動法人「認知症の人とみんなの
サポートセンター」を大阪市東成区に設立。認知症の本人交
流会・意見募集・生きがいづくりなど、仲間と活動している。

開設時間

場　　所

平日9:0

生野区役

開設時間

場 所

利用方法
※直接窓口

生野区役

電話での

場　　所

利用方法

問 合 せ

＊貸付（要件あり）の利用や制度利用にも時間が
  かかります。早めの相談をお勧めします。

窓口の名称を変更

窓口では、相談支援員があなたの悩みに寄り添い、一緒に考え、
問題解決のためのお手伝いをしています。

例えば

＊仕事をやめたので家賃が支払えない。
＊仕事が見つかったが初回給料日までの
　生活費に困っている。

＊働きたいけど自信がなく不安。
＊働いているが出費が多くしんどい。
＊家族のことで悩んでいるが
　相談できる人がいない。

＊子どもがひきこもりで将来が心配。

相談
無料

秘密
厳守

お気軽に
ご相談ください。

ひとりで悩まないで！！

介護教室

要介護３以上の方および要介護２以下で
認知症と判定されている方、
身体障がい手帳1・2級をお持ちの方など）

対象の方

要申し込み

参加
無料

生野区介護家族の会 『楽護会（介護されている方々の交流会）』
生野区地域包括支援センター　認知症施策推進担当

らく  ご かい

介護疲れを癒す篠笛の響きコンサート
「日本の原風景」映像とともに

介護されている方の交流会　

おむつの話とおむつ交換
実習あり
定員／10人

認知症の人からのサインに気づこう
認知症状の対応について
定員／30人

篠笛奏者　井上 真実さん
映　　像　小出 圭吾さん

生野区医師会医療と介護の
連携コーディネーター
岩佐 ミユキ看護師

介護付き有料老人ホーム
こうぜんかい・はうす生野 施設長
大阪市認知症介護指導者
松浦 敦史さん

カフェに来られた方にお茶やコーヒーを出していただくボランティアさんを募集しています。

FAX ０６（６７１２）３0０１

問 合 せ 生野区地域包括支援センター（赤木、高木、赤澤）  TEL：06（6712）3103
毎月第４木曜日 １３：３０～１４：３０

カカカカカカカカカフェに来られた方

問 合 せ問 合 せ問 合 せ問 合 せ問 合 せ問 合 せ問 合 せ問 合 せ 地地地地地地地地地野 地生野区地生野区地生野区地生野区地生野区地生野区地生野区地生野区地
４４４４４４４４毎月第４毎月第４毎月第４毎月第４毎月第４毎月第４毎月第４毎月第４開催日時

ボランティア
募集中！！

おかちやま
なごみカフェ

（認知症について知っていただくカフェ）

TEL06（6717）6565

3月  6日(火)
  14：00～15：00

  15：00～16：00

3月  1日(木)
  13：30～15：00

福祉用具の選び方　車いす・ベット等
展示と使い方のアドバイス
定員／15人

ライフマーク天王寺
福祉用具専門相談員
竹仲 祥一さん

2月26日(月)
  13：30～15：00

生野区地域包括支援センター
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