
おばあちゃんの
物忘れが気になってるけど、

どこに相談したら
いいかなぁ？

地域で
居場所ないかなぁ？
気軽に行けるとこ
ないかな？

介護予防担当

こども地域包括チーム

ボランティア・市民活動センター

対象者に緊急小口資金や
教育支援資金等の
貸付を行っています。

生活福祉資金担当

桃谷中

桃谷
中学校前
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社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会 令和2年度　収支報告 区社協事業は、このような収支で運営されています。

●収入

●支出

■ 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

■ 人件費支出

■ 事業費支出

■ 事務費支出

■ 共同募金配分金支出

■ 分担金支出

■ 助成金支出

■ 負担金支出

■ 固定資産取得支出

■ 当期資金収支差額合計

206,374,03251,353,256

32,517,871

5,066,961
200,000

1,487,700
4,001,831

17,090,604
133,551

639,570

769,790

1,774,191

2,160,000

555,000

64,959,373

193,418,186

53,949,696

支

　出

区　　分 金額(円） 内　　容
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
固定資産取得支出
当期資金収支差額合計
合　　　計

206,374,032
51,353,256
32,517,871
5,066,961
200,000
1,487,700
133,551
4,001,831
17,090,604
318,225,806

職員給料支出・法定福利費　他
各種事業経費　他
各事務費・建物管理費・水光熱費　他
共同募金配分金事業
市社協事務分担金　他
校下社協・団体等助成金・善意銀行事業（ボランティア団体等助成金）他
システム使用料　他
農園整備費、災害対策用造水機　他

収   

入

区　　分 金額(円） 内　　容
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
合　　　計

2,160,000
555,000

64,959,373
193,418,186

639,570
53,949,696
1,774,191
769,790

318,225,806

賛助会費
善意銀行事業
市交付金・市補助金・共同募金配分金　他
市受託金・区受託金・市社協受託金　他
参加費・賃借料　他
介護予防支援事業・居宅介護支援事業・通所介護事業　他
法人運営事業・地域福祉活動推進基金事業　他
ボランティア保険事務費　他

いきいき教室に参加して
介護予防しませんか？

洗濯物もそのまま
最近見かけない
Aさんが心配！

仕事がなくて
収入が不安定。
どうしよう？

自分にもできる
ボランティアは
ないかなぁ？

最近子どもの
様子が気になるけど
どこに相談したら
いいのかなぁ？

気軽にご相談ください。
ご自身にあった活動を
一緒に考えましょう。

生野区社会福祉協議会へご ください！相談

けがや介護保険等のサービスを
受けるまでの間など、短期で
車いすを貸出しています。

コロナ禍でも各担当が連携をしながら
人と人とのつながりを閉ざさないよう地域を応援しています！

TEL：０６（６７１２）３１０3

介護保険や
高齢者の困りごとは、
地域包括支援センター
にご相談ください！！

生野区地域包括支援センター問 合 せ

TEL：06（6712）2228

おおむね６０歳以上の方を
対象に、イベントに参加
できたり、囲碁将棋等の
娯楽が楽しめます。

いくみんの郷あじさいセンター
（生野区老人福祉センター）

問 合 せ

TEL：06（6717）6565

自立した生活が送れるよう
一緒に考えます。

くらしの相談窓口いくの問 合 せ

ワーカーが訪問し、
状況確認します。

見守り相談室

オンライン活動の支援や
新しい生活様式に沿った活動が出来るように地域の支援を

行っています！（地域支援担当）

地域支援担当

相談に応じて
支援や対応を一緒に

考えます。

生活支援コーディネーター

気軽に立ち寄れる
居場所づくりを
応援します。

福祉コーディネーター

地域の身近な相談窓口です！！
地域で気になる人や
困っている人に寄り添い

問題解決のお手伝いをします。

わははハウスがOPENしました！ ～輪母ネットワーク
の15年目の活動～

ボランティア・市民活動センター活動情報

輪母ネットワークの活動は今年で15年となります。活動の軸として障がいのある子どもや大人と、その家族にとって必
要な情報共有ができ、悩みなどを打ち明けられる集いを行ってきました。開催場所として、生野区子ども・子育てプラザ
やくぼたこどもクリニックの2階をお借りしてきましたが、昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、活
動を延期や中止せざるを得ない状況となりました。外出制限が続く中、日々の子育てや生活の困りごとや悩みをひとり
で抱えてしまわれる家族も多くいました。そんな中、オンラインでサロンを行ってみると「ひとりですごくツラかった」、「顔
を見ながらお話できることがうれしい！」と反響をいただきました。しかし、皆、ネット環境が整っているわけではなく、オン
ラインサロンに参加できない方も多くいることを知り、感染対策をしながら安心して集まれる場所がないものかと悩ん
でいたところ、私たちの活動を知ってくださっている団体の皆様とのつながりのおかげで、古民家をお借りするご縁をい
ただきました。　わははハウスでは、ピアの集い・個別相談・情報提供を行っています。また、防災や啓発活動につながる
セミナーにも取り組んでいきます。15年の活動を生かして、障がいがあっても地域で「ワハハ！」と笑いながら楽しく過ご
せるよう、「わははハウス」は地域の居心地のよい場所になれるよう活動していきます。

大阪市生野区勝山北5-11-18わははハウス　 住 　 所
開 所 日 水、木、金曜日　11：00～15：00（開所日以外のお問い合わせ：生野区ボランティア・市民活動センター）

●生活支援コーディネーター
●ふれあい喫茶　●サロンNPO法人サンフェイス

～ 知っていますか？あなたの まちの NPO法人 　 ～9

　NPO法人サンフェイスは、療育に力をいれた放課後等デイサービス、自立ホーム、障害のある人が参加できる
ダンスや音楽などの教室をはじめ、障がいのある人に対する正しい理解を広める事業を進めています！
　様々な事業に取り組んでいますが、今回は、事業の一部であり、全国的にも珍しい、障がい者・児向けの柔術
（ブラジリアン柔術）教室について紹介させていただきます。
　地域や協力団体のお力を借り、新しく移設された柔術教室内では視覚的にもわかりやすい教室を目指してい
るほか、障がいのある、なしに関わらず様々な人が集う地域の交流スペースとしても活用していただいています。
　「強さと優しさは比例する」をモットーに身体的な強さだけではなく、挨拶や礼儀を学んでもらうねらいもあり、
コロナ禍ではオンライン教室の開催もされ、日々参加者やこども達の成長を感じています。
　障がいがあっても「夢」や「生きがい」を感じる事ができるような社会作り、地域の方へ向けたイベントや事業
を企画し、取り組んでいきます！
　障がいのある方々だけでなく、一般の大人、子供のクラスもありますので、お気軽にお問い合わせください。

活  動  例

問 合 せ TEL：０６（６７１２）３１０１

問合せ

住　所

TEL：06（6751）7733
FAX：06（6751）7759

大阪市生野区巽東2-18-23



生野区内19地域の活動を順番に紹介します。

じわえ がお

コロナ禍で人とのつながりを考える
　地域の活動が制限されている中、中止と
なった行事に代わり、工夫を凝らし感染防止
対策を徹底しながら、地域の子どもたちを
対象とした『林寺ハロウィン』の開催を昨年
試みました。
　また、高齢者の方へのコロナワクチン接
種の予約代行や地域巡回接種のサポート、
「お元気にお過ごしですか」「お困りごとはないですか」と声をかけながら、民
生委員と地域の福祉コーディネーターが一緒に高齢者のお宅を訪問するな
ど、今できることを前向きに取組んでいます。百歳体操も密を避けるため会場

を二カ所に分け、念入りに椅子や用具
の消毒を行い、感染状況をみながら実
施しています。コロナ禍であっても(だか
らこそ)できることはないか、人とのつな
がりを大切にしてきた林寺の町の思い
が形となっています。

百歳体操
　３年前から４地域（北鶴橋・鶴
橋・御幸森・中川）で催行してい
た百歳体操を令和２年４月に中
川地域で立ち上げました。
　４０名募集して参加者の皆様
も心待ちにしておられ、大変喜
んで頂いておりましたが新型コ
ロナウイルス感染症拡大の時
期と重なり、たびたび休止に・・・
　緊急事態宣言やまん延防止等重点措置発出の合間を縫い、１回の参加人

数を１０名程度に減らすなど工夫して
開催している状況なので、なかなか
定期的に開催ができておりません。
　１日も早く新型コロナウイルス感
染が終息し、安心して開催できるこ
とを一同願っております。

〈林寺地域社協編集委員〉 〈中川地域社協編集委員〉

林 寺 中 川

社協だより　ふれあい生野 2021年10月　第67号

2 3広報紙「ふれあい生野」は点字や音声でもお届けしています。ご希望の方は個別に送付いたしますので右記までご連絡ください。　TEL：０６（６７１２）３１０１　FAX：０６（６７１２）３0０１

家族介護者教室
YｏｕＴｕｂｅ

善 意 銀 行赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！
　１０月から「赤い羽根共同募金運動」

がはじまりました。共同募金は、地域福祉

事業や社会福祉施設・社会福祉団体・ボランティア活動を支える

資金となっています。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、

地域福祉の推進のために生野区のボランティア団体やNPO

団体等が様々な活動を行っています。

　善意銀行は、区民の皆様や企業・団体の預託（寄付）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（寄付）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。令和３年

６月～９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）

地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１問 合 せ

大 和

・北鶴橋  ・鶴　橋
・御幸森  ・中　川

担当者

原 田

・東中川  ・小　路
・東小路

担当者

赤 木

・勝　山  ・東桃谷
・舎利寺  ・西生野
・生　野  ・林　寺

担当者

清 水

・田　島  ・生野南
・北　巽  ・巽　東
・　巽  　・巽　南

担当者

ご相談は来所もしくはお電話で。

大阪市認知症初期集中支援事業

FAX ＦＡＸ：06（6712）3122
メール iku-okachiyama@sage.ocn.ne.jp

TEL：06（6712）3113直通電話

巽地域
社会福祉協議会役員

巽地域
社会福祉協議会役員

ボランティア  一般社団法人

西生野地域社会福祉協議会役員

生野区では、２名の方と１つの
ボランティアグループが受賞しました。おめでとうございます！

～みなさまの声をお聞かせください！！  
健康・社会参加・

生きがいづくりを応援します～

　これまでの第1層生活支援コーディネーターに加えて、令和3年4月より各日常

生活圏域に“第２層生活支援コーディネーター”が1人ずつ配置されています。　

生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーター）

問  合  せ

担当地域

このたび、次の方々が日頃の功績をたたえられ、表彰を受けられました。

大阪市社会福祉協議会会長表彰

優良社会福祉協議会表彰

大阪市長表彰

あ   あ　え ー やん‼

嗚呼A-yan!! 
日本をアートで盛り上げる団 様

各種表彰

功労表彰
地域福祉
推進功労者
表彰

地域福祉
推進功労者
感謝

TEL：０６（６７１２）３１０１　FAX：０６（６７１２）３００１

動画はこちらから

生野区地域包括支援センターでは、基本的な介護技術が
テーマのYｏｕＴｕｂｅ動画をアップし、YｏｕＴｕｂｅ家族介護者
教室を開催しています。

生野区地域包括支援センター

最近物忘れが
あるみたいなの・・・

認知症は早めの気づきが大切です。
一人で悩まず、相談しましょう。

相談無料
秘密厳守 ＜ 金 銭 預 託 ＞１件 ＜ 物品の預託 ＞２件

・匿名（１件）　・株式会社 マイファーム・勝七北ボランティア
かつ しち きた

11月30日（火）
12月  7日（火）
12月14日（火）
  1月  7日（金）
  1月18日（火）

開催日時 会 　 場

内 　 容

講 　 師

対 　 象

定 　 員

申込方法

申込・問合せ

10：00～12：00

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

生野区在宅サービスセンター「おかちやま」2階　多目的室　地域の会館など
スマホの充電、電源の入切り、文字入力方法、LINE・カメラ・マップ・Gmail・
QRコードの使い方、ボランティア研修など。

スマホ ボランティア講師 養成講座
スマートフォンの普及が進んでいますが、電話やメールを使えていない、
という方も多いのではないでしょうか？この講座では、スマホの基本的な使い方
から、LINE・カメラ・マップ・QRコードの使い方などを学びます。講座終了後は
フォローアップ研修などを受けていただきながら、スマホを活用したボランティア
講師として活動していただきます。あなたも「スマホ講師」になってみませんか？

～初級編～

NPO法人　きんきうぇぶ　　　
講座終了後、シニア向けに講師としてボランティア活動していただける方
（生野区在住の６５歳以上の方）
15名
１１月2５日（木）までに、お電話にてお申込みください。 
TEL：06-6712-3101  生活支援コーディネーター

今回のテーマは、

生活支援コーディネーターって？

生野区全域担当 赤 木

区内の高齢者の方が、、、
・ 自分が元気に！お互いが元気！でいられるための「支え合い活動」に取り組みます。
・ 地域の方と一緒に話し合い（協議体）をつくり、困りごとを解決するための
  方法を検討します。
・ 助け合い活動を始めるお手伝い、気軽に立ち寄れる居場所づくりなど
  「こんな活動をやってみたい」「こんなところがあればなぁ～」「こんなことなら
  自分にでも出来る」などなど、生活支援コーディネーターへお聞かせください。

シニア向
け

生野区医療・介護連携相談室 
岩佐ミユキさんが講師です。

「口腔ケアの基本」で

北鶴橋地域社会福祉協議会

木村 勝洋 様木村 勝洋 様
住吉 國夫 様

ホームページには “かな” 付きのふれあい生野67号を掲載しています。

おかちやまオレンジチーム

ワクチン接種予約代行の様子

林寺ハロウィンの様子

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）からのお知らせ
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対策を徹底しながら、地域の子どもたちを
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試みました。
　また、高齢者の方へのコロナワクチン接
種の予約代行や地域巡回接種のサポート、
「お元気にお過ごしですか」「お困りごとはないですか」と声をかけながら、民
生委員と地域の福祉コーディネーターが一緒に高齢者のお宅を訪問するな
ど、今できることを前向きに取組んでいます。百歳体操も密を避けるため会場

を二カ所に分け、念入りに椅子や用具
の消毒を行い、感染状況をみながら実
施しています。コロナ禍であっても(だか
らこそ)できることはないか、人とのつな
がりを大切にしてきた林寺の町の思い
が形となっています。

百歳体操
　３年前から４地域（北鶴橋・鶴
橋・御幸森・中川）で催行してい
た百歳体操を令和２年４月に中
川地域で立ち上げました。
　４０名募集して参加者の皆様
も心待ちにしておられ、大変喜
んで頂いておりましたが新型コ
ロナウイルス感染症拡大の時
期と重なり、たびたび休止に・・・
　緊急事態宣言やまん延防止等重点措置発出の合間を縫い、１回の参加人

数を１０名程度に減らすなど工夫して
開催している状況なので、なかなか
定期的に開催ができておりません。
　１日も早く新型コロナウイルス感
染が終息し、安心して開催できるこ
とを一同願っております。

〈林寺地域社協編集委員〉 〈中川地域社協編集委員〉

林 寺 中 川
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家族介護者教室
YｏｕＴｕｂｅ

善 意 銀 行赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！
　１０月から「赤い羽根共同募金運動」

がはじまりました。共同募金は、地域福祉

事業や社会福祉施設・社会福祉団体・ボランティア活動を支える

資金となっています。新型コロナウイルス感染症が拡大する中、

地域福祉の推進のために生野区のボランティア団体やNPO

団体等が様々な活動を行っています。

　善意銀行は、区民の皆様や企業・団体の預託（寄付）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（寄付）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。令和３年

６月～９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）

地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１問 合 せ

大 和

・北鶴橋  ・鶴　橋
・御幸森  ・中　川

担当者

原 田

・東中川  ・小　路
・東小路

担当者

赤 木

・勝　山  ・東桃谷
・舎利寺  ・西生野
・生　野  ・林　寺

担当者

清 水

・田　島  ・生野南
・北　巽  ・巽　東
・　巽  　・巽　南

担当者

ご相談は来所もしくはお電話で。

大阪市認知症初期集中支援事業

FAX ＦＡＸ：06（6712）3122
メール iku-okachiyama@sage.ocn.ne.jp

TEL：06（6712）3113直通電話

巽地域
社会福祉協議会役員

巽地域
社会福祉協議会役員

ボランティア  一般社団法人

西生野地域社会福祉協議会役員

生野区では、２名の方と１つの
ボランティアグループが受賞しました。おめでとうございます！

～みなさまの声をお聞かせください！！  
健康・社会参加・

生きがいづくりを応援します～

　これまでの第1層生活支援コーディネーターに加えて、令和3年4月より各日常

生活圏域に“第２層生活支援コーディネーター”が1人ずつ配置されています。　

生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーター）

問  合  せ

担当地域

このたび、次の方々が日頃の功績をたたえられ、表彰を受けられました。

大阪市社会福祉協議会会長表彰

優良社会福祉協議会表彰

大阪市長表彰

あ   あ　え ー やん‼

嗚呼A-yan!! 
日本をアートで盛り上げる団 様

各種表彰

功労表彰
地域福祉
推進功労者
表彰

地域福祉
推進功労者
感謝

TEL：０６（６７１２）３１０１　FAX：０６（６７１２）３００１

動画はこちらから

生野区地域包括支援センターでは、基本的な介護技術が
テーマのYｏｕＴｕｂｅ動画をアップし、YｏｕＴｕｂｅ家族介護者
教室を開催しています。

生野区地域包括支援センター

最近物忘れが
あるみたいなの・・・

認知症は早めの気づきが大切です。
一人で悩まず、相談しましょう。

相談無料
秘密厳守 ＜ 金 銭 預 託 ＞１件 ＜ 物品の預託 ＞２件

・匿名（１件）　・株式会社 マイファーム・勝七北ボランティア
かつ しち きた

11月30日（火）
12月  7日（火）
12月14日（火）
  1月  7日（金）
  1月18日（火）

開催日時 会 　 場

内 　 容

講 　 師

対 　 象

定 　 員

申込方法

申込・問合せ

10：00～12：00

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

13：30～15：30

生野区在宅サービスセンター「おかちやま」2階　多目的室　地域の会館など
スマホの充電、電源の入切り、文字入力方法、LINE・カメラ・マップ・Gmail・
QRコードの使い方、ボランティア研修など。

スマホ ボランティア講師 養成講座
スマートフォンの普及が進んでいますが、電話やメールを使えていない、
という方も多いのではないでしょうか？この講座では、スマホの基本的な使い方
から、LINE・カメラ・マップ・QRコードの使い方などを学びます。講座終了後は
フォローアップ研修などを受けていただきながら、スマホを活用したボランティア
講師として活動していただきます。あなたも「スマホ講師」になってみませんか？

～初級編～

NPO法人　きんきうぇぶ　　　
講座終了後、シニア向けに講師としてボランティア活動していただける方
（生野区在住の６５歳以上の方）
15名
１１月2５日（木）までに、お電話にてお申込みください。 
TEL：06-6712-3101  生活支援コーディネーター

今回のテーマは、

生活支援コーディネーターって？

生野区全域担当 赤 木

区内の高齢者の方が、、、
・ 自分が元気に！お互いが元気！でいられるための「支え合い活動」に取り組みます。
・ 地域の方と一緒に話し合い（協議体）をつくり、困りごとを解決するための
  方法を検討します。
・ 助け合い活動を始めるお手伝い、気軽に立ち寄れる居場所づくりなど
  「こんな活動をやってみたい」「こんなところがあればなぁ～」「こんなことなら
  自分にでも出来る」などなど、生活支援コーディネーターへお聞かせください。

シニア向
け

生野区医療・介護連携相談室 
岩佐ミユキさんが講師です。

「口腔ケアの基本」で

北鶴橋地域社会福祉協議会

木村 勝洋 様木村 勝洋 様
住吉 國夫 様

ホームページには “かな” 付きのふれあい生野67号を掲載しています。

おかちやまオレンジチーム

ワクチン接種予約代行の様子

林寺ハロウィンの様子

生活支援体制整備事業（生活支援コーディネーター）からのお知らせ



おばあちゃんの
物忘れが気になってるけど、

どこに相談したら
いいかなぁ？

地域で
居場所ないかなぁ？
気軽に行けるとこ
ないかな？

介護予防担当

こども地域包括チーム

ボランティア・市民活動センター

対象者に緊急小口資金や
教育支援資金等の
貸付を行っています。

生活福祉資金担当

桃谷中

桃谷
中学校前

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
〒544-0033 大阪市生野区勝山北3-13-20

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/

● いくみんの郷（さと）あじさいセンター（生野区老人福祉センター）
〒544-0021 生野区勝山南4-7-35
 06（6712）2228         06（6712）3528TEL FAX

06（6712）3101（代）  　   06（6712）3001TEL FAX

社協だより　ふれあい生野 2021年10月　第67号

社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会 令和2年度　収支報告 区社協事業は、このような収支で運営されています。

●収入

●支出

■ 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

■ 人件費支出

■ 事業費支出

■ 事務費支出

■ 共同募金配分金支出

■ 分担金支出

■ 助成金支出

■ 負担金支出

■ 固定資産取得支出

■ 当期資金収支差額合計

206,374,03251,353,256

32,517,871

5,066,961
200,000

1,487,700
4,001,831

17,090,604
133,551

639,570

769,790

1,774,191

2,160,000

555,000

64,959,373

193,418,186

53,949,696

支

　出

区　　分 金額(円） 内　　容
人件費支出
事業費支出
事務費支出
共同募金配分金支出
分担金支出
助成金支出
負担金支出
固定資産取得支出
当期資金収支差額合計
合　　　計

206,374,032
51,353,256
32,517,871
5,066,961
200,000

1,487,700
133,551

4,001,831
17,090,604
318,225,806

職員給料支出・法定福利費　他
各種事業経費　他
各事務費・建物管理費・水光熱費　他
共同募金配分金事業
市社協事務分担金　他
校下社協・団体等助成金・善意銀行事業（ボランティア団体等助成金）他
システム使用料　他
農園整備費、災害対策用造水機　他

収   

入

区　　分 金額(円） 内　　容
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
合　　　計

2,160,000
555,000

64,959,373
193,418,186

639,570
53,949,696
1,774,191
769,790

318,225,806

賛助会費
善意銀行事業
市交付金・市補助金・共同募金配分金　他
市受託金・区受託金・市社協受託金　他
参加費・賃借料　他
介護予防支援事業・居宅介護支援事業・通所介護事業　他
法人運営事業・地域福祉活動推進基金事業　他
ボランティア保険事務費　他

いきいき教室に参加して
介護予防しませんか？

洗濯物もそのまま
最近見かけない
Aさんが心配！

仕事がなくて
収入が不安定。
どうしよう？

自分にもできる
ボランティアは
ないかなぁ？

最近子どもの
様子が気になるけど
どこに相談したら
いいのかなぁ？

気軽にご相談ください。
ご自身にあった活動を
一緒に考えましょう。

生野区社会福祉協議会へご ください！相談

けがや介護保険等のサービスを
受けるまでの間など、短期で
車いすを貸出しています。

コロナ禍でも各担当が連携をしながら
人と人とのつながりを閉ざさないよう地域を応援しています！

TEL：０６（６７１２）３１０3

介護保険や
高齢者の困りごとは、
地域包括支援センター
にご相談ください！！

生野区地域包括支援センター問 合 せ

TEL：06（6712）2228

おおむね６０歳以上の方を
対象に、イベントに参加
できたり、囲碁将棋等の
娯楽が楽しめます。

いくみんの郷あじさいセンター
（生野区老人福祉センター）

問 合 せ

TEL：06（6717）6565

自立した生活が送れるよう
一緒に考えます。

くらしの相談窓口いくの問 合 せ

ワーカーが訪問し、
状況確認します。

見守り相談室

オンライン活動の支援や
新しい生活様式に沿った活動が出来るように地域の支援を

行っています！（地域支援担当）

地域支援担当

相談に応じて
支援や対応を一緒に

考えます。

生活支援コーディネーター

気軽に立ち寄れる
居場所づくりを
応援します。

福祉コーディネーター

地域の身近な相談窓口です！！
地域で気になる人や
困っている人に寄り添い

問題解決のお手伝いをします。

わははハウスがOPENしました！ ～輪母ネットワーク
の15年目の活動～

ボランティア・市民活動センター活動情報

輪母ネットワークの活動は今年で15年となります。活動の軸として障がいのある子どもや大人と、その家族にとって必
要な情報共有ができ、悩みなどを打ち明けられる集いを行ってきました。開催場所として、生野区子ども・子育てプラザ
やくぼたこどもクリニックの2階をお借りしてきましたが、昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、活
動を延期や中止せざるを得ない状況となりました。外出制限が続く中、日々の子育てや生活の困りごとや悩みをひとり
で抱えてしまわれる家族も多くいました。そんな中、オンラインでサロンを行ってみると「ひとりですごくツラかった」、「顔
を見ながらお話できることがうれしい！」と反響をいただきました。しかし、皆、ネット環境が整っているわけではなく、オン
ラインサロンに参加できない方も多くいることを知り、感染対策をしながら安心して集まれる場所がないものかと悩ん
でいたところ、私たちの活動を知ってくださっている団体の皆様とのつながりのおかげで、古民家をお借りするご縁をい
ただきました。　わははハウスでは、ピアの集い・個別相談・情報提供を行っています。また、防災や啓発活動につながる
セミナーにも取り組んでいきます。15年の活動を生かして、障がいがあっても地域で「ワハハ！」と笑いながら楽しく過ご
せるよう、「わははハウス」は地域の居心地のよい場所になれるよう活動していきます。

大阪市生野区勝山北5-11-18わははハウス　 住 　 所
開 所 日 水、木、金曜日　11：00～15：00（開所日以外のお問い合わせ：生野区ボランティア・市民活動センター）

●生活支援コーディネーター
●ふれあい喫茶　●サロンNPO法人サンフェイス

～ 知っていますか？あなたの まちの NPO法人 　 ～9

　NPO法人サンフェイスは、療育に力をいれた放課後等デイサービス、自立ホーム、障害のある人が参加できる
ダンスや音楽などの教室をはじめ、障がいのある人に対する正しい理解を広める事業を進めています！
　様々な事業に取り組んでいますが、今回は、事業の一部であり、全国的にも珍しい、障がい者・児向けの柔術
（ブラジリアン柔術）教室について紹介させていただきます。
　地域や協力団体のお力を借り、新しく移設された柔術教室内では視覚的にもわかりやすい教室を目指してい
るほか、障がいのある、なしに関わらず様々な人が集う地域の交流スペースとしても活用していただいています。
　「強さと優しさは比例する」をモットーに身体的な強さだけではなく、挨拶や礼儀を学んでもらうねらいもあり、
コロナ禍ではオンライン教室の開催もされ、日々参加者やこども達の成長を感じています。
　障がいがあっても「夢」や「生きがい」を感じる事ができるような社会作り、地域の方へ向けたイベントや事業
を企画し、取り組んでいきます！
　障がいのある方々だけでなく、一般の大人、子供のクラスもありますので、お気軽にお問い合わせください。

活  動  例

問 合 せ TEL：０６（６７１２）３１０１

問合せ

住　所

TEL：06（6751）7733
FAX：06（6751）7759

大阪市生野区巽東2-18-23


