
福祉コーディネーターは、地域で一人ぼっちをつくらないように、地域の身近な相談窓口として、
ちょっとしたお困りごとの相談を受付けています。福祉の専門職や地域のボランティアさんと共に活動をしています。
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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」

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）
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ボランティア・市民活動センター活動情報

　カラフルブランケッツは「戸籍上の家族だけ
でなくみんなで助け合い支えあって暮らしてい
ける社会づくり」を目指して2019年10月に
設立しました。
　LGBTQ当事者、アライ（支援者）による
NPO法人です。
今や日本人口の８．９％、１１人に１人が
LGBTQ当事者であると言われています。これ
は左利きの割合と同じですが、そんなにいるよ
うには思えない方が多いのではないでしょう
か。差別や批判を恐れて、なかなか正直にカミ
ングアウトしづらい社会だからです。
私たちが活動することで、「誰でもどんな人でも一緒に楽しく安心して過ごせる
場所がある」ということを、一人でも多くの人に知ってほしいと思います。

　これからも「楽
しく安心できる」を
モットーに、ときに
は真面目な勉強
会や展示会、とき
にはワイワイご飯
を食べる会などを
企画していきます。
　みなさまのご参
加を心よりお待ち
しております！

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。社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会 令和3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。

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
積立資産支出
当期資金収支差額合計
合計

194,971,984
48,235,662
28,129,080
5,960,906
200,000

1,307,843
222,524

3,950,690
20,000,000
27,106,806
330,085,495

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
地域社協・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
各事業の個人情報管理システム等
修繕積立金支出、経営安定化積立資金支出

収   

入

内　　容金額(円）区　　分
会費収入
分担金収入
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
施設整備等収入
合計

2,086,000
380,000
156,155

63,905,906
219,936,825

373,650
39,400,538
1,754,933
1,591,488
500,000

330,085,495

賛助会費
要介護認定訪問調査事業負担分
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
施設整備等補助金

●収入●収入
■ 会費収入
■ 分担金収入
■ 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
■ 施設整備等収入

●支出●支出
■ 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
■ 積立資産支出
■ 当期資金収支差額合計

2,086,000

380,000

156,155

63,905,906

219,936,825

39,400,538

1,754,933
1,591,488

500,000

373,650

194,971,984

48,235,662

28,129,080
5,960,906

200,000

1,307,843

222,524

3,950,690 20,000,000

27,106,806

ボランティアデイズ
８月に延期となったボランティアデイズを開催します！

生野区内で実際活動されているボランティアによるパフォーマンスや

体験などの活動紹介・発表を行います。ボランティアに興味がある方、

来てほしいなと思っている方、もちろん見学だけでも大歓迎です！

ボランティアさんの活躍する姿をぜひ見に来てください。

問 合 せ

開催日時

会　　場

対　　象

定　　員

生野区社会福祉協議会　地域支援担当　
TEL：06（6712）3101　
FAX：06（6712）3001

生野区社会福祉協議会  ２階多目的室  ほか

※２６日（土）はこども向けのパフォーマンスを予定しています。

４０名（当日先着順）

いくの区

どなたでも歓迎

（受付：11：45から）
12：00～15：00

11月25日
26日

金

土

無料
※当日人数制限あり。

申し込み不要
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今   里

福祉コーディネーター

地図上の番号、地域名（名前）

編 集

ご存じですか？

会館名

電話番号
住 所

北鶴橋地域（神原）

鶴橋3-5-34

TEL：06（6712）9909

北鶴橋老人憩いの家
1 鶴橋地域（田島）

鶴橋会館・老人憩いの家
生野区桃谷1-2-39

TEL：06（6712）0067

2 御幸森地域（足立）
御幸森会館・老人憩いの家
生野区桃谷5-4-29

TEL：06（6711）5600

3 勝山地域（辻田）
勝山会館・老人憩いの家
生野区勝山南1-4-4

TEL：06（6712）3775

4

東桃谷地域（久野）
東桃谷福祉会館（ふくろうの家）
生野区勝山北3-4-32

TEL：06（6711）5480

5 舎利寺地域（大谷）
舎利寺会館・老人憩の家
生野区勝山南4-13-1

TEL：06（6712）9100

6 西生野地域（山田）
西生野会館・老人憩いの家
生野区生野西4-4-16

TEL：06（6712）2877

7 生野地域（植村）
生野会館・老人憩の家
生野区生野東3-10-31

TEL：06（6731）0357

8 田島地域（曽根）
田島会館・仲よしの家
生野区田島4-20-3

TEL：06（6752）4400

9

生野南地域（鈴木）
生野南会館・老人憩いの家
生野区林寺6-2-6

TEL：070（8541）6357

10 林寺地域（吉田）
林寺センター
生野区林寺2-16-3

TEL：06（6712）8640

11 中川地域（藤原）
中川会館・老人憩の家
生野区中川2-21-1

TEL：06（6757）4070

12 東中川地域（松村）
東中川会館・老人憩の家
生野区新今里2-12-35

TEL：06（6756）0477

13 小路地域（吉川）
小路会館・老人憩いの家
生野区小路2-23-8

TEL：080（9752）0141

14

東小路地域（井筒）
東小路会館・老人憩の家
生野区小路東3-7-20

TEL：06（6752）8434

15 北巽地域（池島）
北巽会館・老人憩いの家
生野区巽北2-4-16

TEL：06（6757）6968

16 巽東地域（荻田）
巽東会館（アプロ2F）
生野区巽東2-9-16

TEL：070（8973）0324

17 巽地域（杉浦）
巽会館・老人憩の家
生野区巽中2-21-31

TEL：06（6758）7610

18 巽南地域（松川）19

あなたが困ったときまず、相談してください。

●ゴミがあふれてる、
　気になるよ・・・

ご近所のこと

●電球を替えたいけど？  ●介護保険のこと
●車椅子を借りたいけどどうしたらいいのかなぁ？

自分のこと

●学校へいきたくない、
　居場所はある？

子どものこと

R
J

環

鶴　橋

福祉コーディネーター福祉コーディネーター福祉コーディネーター福祉コーディネーター福祉コーディネーターご存じですか？

鶴　橋

あなたのまちの

地域の中での助け合い！！
あなたとまちのボランティアさんをつなぐ身近な相談窓口です！！

特定非営利活動法人
カラフルブランケッツ

～ 知っていますか？あなたの まちの NPO法人 　 ～11

活  動  例

令和５年３月まで改築工事中に
つき、生野区社会福祉協議会に
お問い合わせください。



生野区内19地域の活動を順番に紹介します。

じわえ がお

巽東にこにこ教室

巽東社会福祉協議会では、毎月第2木曜日の午後に老人憩の家で
にこにこ教室を65歳以上のどなたでも参加ＯＫで開催しています。
　ゲストさん30名ぐらいとボランティアさん5名ぐらいで毎月異
なった催しもので、特に好評なのは、わかば保育園さんとの交流

やケーキ作り（今はコロナ
でできない）手芸等、楽しん
で下さっています。残念なこ
とに男性の参加者はありま
せん。
　歩ける間はがんばって来て
いただいて、元気で長生きし
て下さればと願っています。

巽歩こう会が発足しました！！
　４月３日（日）桜の名所、京
都南井手町玉川堤へお花見
に行ってまいりました。当日
は小雨決行の案内通りにな
り、井手町の桜まつりもコロ
ナ禍で中止になっており、貸
し切り状態の中を静かに満
開の桜に見入ってきました。
　みごとな桜並木、川を覆うような花トンネル、一帯は花が重なり
合いピンクに染まり、圧巻でした。
　７月１７日（日）西宮名塩から武田尾までの廃線跡を辿りまし
た。渓谷の濃い緑、岩の間を流れる清流の音、鉄橋渡り、トンネ

ル内の探索気分、歩
いた後は温泉の無料
の足湯に入り、変化
に富んだ廃線跡を楽
しみました。また、防
災 用 のトランシー
バーで連絡を取り合
い、使い方も学んだ
日でもありました。

〈巽東社協広報編集委員〉 〈巽社協広報編集委員〉

巽 東 巽
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認知症講演会
認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをめざして

生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   
生野区在宅支援ネットワーク会議

開催日時

場　　所

講　　師

問  合  せ

主　　催 事  務  局 生野区地域包括支援センター　TEL：０６（６７１２）３１０３

久世 篤史 先生（薬剤師会副会長）
TEL：06（6715）0236問  合  せ TEL：０6（6712）3103

問  合  せ TEL：06（6758）8816 問  合  せ TEL：０6（6756）7400

つるはし交流広場ぱだん
11月22日（火）13:30～15:00

鶴橋地域包括支援センター

開催日時

場　　所

講　　師 山寺 慎一 先生（認知症サポート医）
東中川会館
10月25日（火）14:00～15:30

東生野地域包括支援センター

開催日時

場　　所

講　　師 草野 孝文 先生（認知症サポート医）
大阪市生野区社会福祉協議会 ２階多目的室
11月29日（火）14:00～15:30

生野区地域包括支援センター

開催日時

場　　所

講　　師 宮本 峯豪 先生（認知症サポート医）
巽会館
11月14日（月）14:00～15:30

巽地域包括支援センター

善 意 銀 行

赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！
　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な
ど、さまざまな活動を支える資
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。
今年も、10月から「赤い羽根共同募金運動」がはじまり
ました。生野区役所や地域の老人憩の家、生野区社会
福祉協議会に募金箱があります。ぜひとも、多くのみな
さまのご協力をよろしくお願いいたします。
　生野区社協では、共同募金の配分金を活用して地域
福祉活動をおこなうグループ、団体等の事業に対して助
成をおこなっています。

　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４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
地域支援担当　
TEL：０６（６７１２）３１０１

問 合 せ

・株式会社マイファーム　　
・大阪信用金庫 今里支店
・大阪信用金庫 勝山生野支店
・社）国連PRAIDE日本

認知症講演会は、生野区の４つの地域で行います。
場所・日時をご確認の上、お近くの地域にご参加ください。

専門
職とざっ

くばらんにお話ししましょう。
認知
症につい

て、地域の方や医療・介護の

参加
無料

物品の
預託

4件

ホームページには “かな” 付きのふれあい生野70号を掲載しています。

ボランティア

この度、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。

大阪市スポーツ推進委員生野区協議会 様
クレイケアボランティアの会MARU生野 様
こころと絆プロジェクト 様
生活習慣病予防教室終了者の会ひまわり会 様
もも・ジャンクラブ 様

各種表彰

地域福祉
推進功労者
表彰

地域福祉
推進功労者
感謝

北鶴橋地域
功労表彰

田中 照章 様
た  なか　てる あき

北鶴橋地域

田中 照章 様
た  なか　てる あき

小西 俊雄 様
こ  にし　 とし  お

川本 俊永 様
かわ もと　しゅんえい

岸村   修 様
きし むら　   おさむ

草薙 義雄 様
くさ なぎ　 よし  お

榎木   勉 様
えの  き       つとむ

大阪市社会福祉協議会会長表彰 大阪市長表彰

生野区では、６名の方と
５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！

わかば保育園

　わかば保育園は昭和５２年４月に開園し、地域と共に
育って参りました。
　開園当時巽東地域は、まだまだ田園が広がるのどか
な風景で、公共交通も市営バスしかありませんでした。
昭和５６年１２月に地下鉄千日前線が南巽駅まで延伸
されるのとほぼ時を同じくして、昭和５７年４月にわかば
第二保育園を開園し、より多くの子ども達を受け入れることができるようになりました。
　わかば保育園は利用定員１２０名で３～５歳児、わかば第二保育園は利用定員６０名で
０～２歳児を受け入れています。
　大阪市内の保育園としてはとても広い園庭があり、また巽東緑地公園が近くにあり緑豊

かな環境の中で、のびのびと一人一人の感性を育む
保育をしています。また、美味しい給食は子ども達に
も大好評で、当園の自慢の一つでもあります。
　今年でわかば保育園は創立４５年を迎えますが、
今後も、巽東地域唯一の認可保育園として、また選
ばれる保育園として邁進してまいる所存です。
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生野区社会福祉施設連絡会

※生野区ふれあいコンサートがコロナ感染者の増加に伴い中止になりました。

令和３年度に共同募金の
配分金を活用した事業を紹介します。

「冬休みの宿題をやっちゃおう！」

　特定非営利活動法人まなびの風の理事長さんにお聞きしたところ、昨年
の６月の設立以来、生野区の小中学生を対象に学習支援をおこなってこら
れました。昨年の冬に共同募金の配分金を活用し、生野区民センターで「冬
休みの宿題をやっちゃおう！」を開催したところ、ボランティアの大学生の指
導のもと、多くの小学生が参加し、冬休みの宿題に取組みました。今後も
「宿題教室/週２回（巽南で開催中）」や「宿題教室・科学の時間（企画中）」

などを開催し、生
野区の子どもた
ちに学習の場を
提供していきたい
とのことです。
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生野区内19地域の活動を順番に紹介します。

じわえ がお

巽東にこにこ教室

巽東社会福祉協議会では、毎月第2木曜日の午後に老人憩の家で
にこにこ教室を65歳以上のどなたでも参加ＯＫで開催しています。
　ゲストさん30名ぐらいとボランティアさん5名ぐらいで毎月異
なった催しもので、特に好評なのは、わかば保育園さんとの交流

やケーキ作り（今はコロナ
でできない）手芸等、楽しん
で下さっています。残念なこ
とに男性の参加者はありま
せん。
　歩ける間はがんばって来て
いただいて、元気で長生きし
て下さればと願っています。

巽歩こう会が発足しました！！
　４月３日（日）桜の名所、京
都南井手町玉川堤へお花見
に行ってまいりました。当日
は小雨決行の案内通りにな
り、井手町の桜まつりもコロ
ナ禍で中止になっており、貸
し切り状態の中を静かに満
開の桜に見入ってきました。
　みごとな桜並木、川を覆うような花トンネル、一帯は花が重なり
合いピンクに染まり、圧巻でした。
　７月１７日（日）西宮名塩から武田尾までの廃線跡を辿りまし
た。渓谷の濃い緑、岩の間を流れる清流の音、鉄橋渡り、トンネ

ル内の探索気分、歩
いた後は温泉の無料
の足湯に入り、変化
に富んだ廃線跡を楽
しみました。また、防
災 用 のトランシー
バーで連絡を取り合
い、使い方も学んだ
日でもありました。

〈巽東社協広報編集委員〉 〈巽社協広報編集委員〉
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社協だより　ふれあい生野 2022年10月　第70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

認知症講演会
認知症になっても安心して暮らせるまちづくりをめざして

生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   
生野区在宅支援ネットワーク会議

開催日時

場　　所

開催日時

講　　師

場　　所

講　　師

問  合  せ

生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   
生野区在宅支援ネットワーク会議

主　　催 生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   事  務  局 生野区地域包括支援センター　TEL：０６（６７１２）３１０３

久世 篤史 先生（薬剤師会副会長）
TEL：06（6715）0236問  合  せ TEL：０6（6712）3103

生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   生野区認知症高齢者支援ネットワーク会議   主　　催

問  合  せ TEL：06（6758）8816

事  務  局 生野区地域包括支援センター　TEL：０６（６７１２）３１０３生野区地域包括支援センター　TEL：０６（６７１２）３１０３

問  合  せ TEL：０6（6756）7400

つるはし交流広場ぱだん
11月22日（火）13:30～15:00

鶴橋地域包括支援センター

開催日時

場　　所

問  合  せ TEL：06（6758）8816TEL：06（6758）8816

開催日時

場　　所

講　　師 山寺 慎一 先生（認知症サポート医）
東中川会館
10月25日（火）14:00～15:30

東生野地域包括支援センター

開催日時

場　　所

問  合  せ TEL：０6（6712）3103

開催日時

場　　所

講　　師 草野 孝文 先生（認知症サポート医）
大阪市生野区社会福祉協議会 ２階多目的室
11月29日（火）14:00～15:30

生野区地域包括支援センター

開催日時

場　　所

問  合  せ TEL：０6（6756）7400

開催日時

場　　所

講　　師 宮本 峯豪 先生（認知症サポート医）
巽会館
11月14日（月）14:00～15:30

巽地域包括支援センター

善 意 銀 行

赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！
　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な
ど、さまざまな活動を支える資
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。
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　生野区社協では、共同募金の配分金を活用して地域
福祉活動をおこなうグループ、団体等の事業に対して助
成をおこなっています。

　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４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

・株式会社マイファーム　　
・大阪信用金庫 今里支店
・大阪信用金庫 勝山生野支店
・社）国連PRAIDE日本

認知症講演会は、生野区の４つの地域で行います。
場所・日時をご確認の上、お近くの地域にご参加ください。

専門
職とざっ

くばらんにお話ししましょう。
認知
症につい

て、地域の方や医療・介護の

参加
無料

物品の
預託
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ホームページには “かな” 付きのふれあい生野70号を掲載しています。

ボランティア
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こころと絆プロジェクト 様
生活習慣病予防教室終了者の会ひまわり会 様
もも・ジャンクラブ 様

各種表彰

地域福祉
推進功労者
表彰

地域福祉
推進功労者
感謝

北鶴橋地域
功労表彰

田中 照章 様
た  なか　てる あき

北鶴橋地域

田中 照章 様
た  なか　てる あき

小西 俊雄 様
こ  にし　 とし  お

川本 俊永 様
かわ もと　しゅんえい

岸村   修 様
きし むら　   おさむ

草薙 義雄 様
くさ なぎ　 よし  お

榎木   勉 様
えの  き       つとむ

大阪市社会福祉協議会会長表彰 大阪市長表彰

生野区では、６名の方と
５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！

わかば保育園

　わかば保育園は昭和５２年４月に開園し、地域と共に
育って参りました。
　開園当時巽東地域は、まだまだ田園が広がるのどか
な風景で、公共交通も市営バスしかありませんでした。
昭和５６年１２月に地下鉄千日前線が南巽駅まで延伸
されるのとほぼ時を同じくして、昭和５７年４月にわかば
第二保育園を開園し、より多くの子ども達を受け入れることができるようになりました。
　わかば保育園は利用定員１２０名で３～５歳児、わかば第二保育園は利用定員６０名で
０～２歳児を受け入れています。
　大阪市内の保育園としてはとても広い園庭があり、また巽東緑地公園が近くにあり緑豊

かな環境の中で、のびのびと一人一人の感性を育む
保育をしています。また、美味しい給食は子ども達に
も大好評で、当園の自慢の一つでもあります。
　今年でわかば保育園は創立４５年を迎えますが、
今後も、巽東地域唯一の認可保育園として、また選
ばれる保育園として邁進してまいる所存です。
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※生野区ふれあいコンサートがコロナ感染者の増加に伴い中止になりました。

令和３年度に共同募金の
配分金を活用した事業を紹介します。

「冬休みの宿題をやっちゃおう！」

　特定非営利活動法人まなびの風の理事長さんにお聞きしたところ、昨年
の６月の設立以来、生野区の小中学生を対象に学習支援をおこなってこら
れました。昨年の冬に共同募金の配分金を活用し、生野区民センターで「冬
休みの宿題をやっちゃおう！」を開催したところ、ボランティアの大学生の指
導のもと、多くの小学生が参加し、冬休みの宿題に取組みました。今後も
「宿題教室/週２回（巽南で開催中）」や「宿題教室・科学の時間（企画中）」

などを開催し、生
野区の子どもた
ちに学習の場を
提供していきたい
とのことです。
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福祉コーディネーターは、地域で一人ぼっちをつくらないように、地域の身近な相談窓口として、
ちょっとしたお困りごとの相談を受付けています。福祉の専門職や地域のボランティアさんと共に活動をしています。

今   里

東部市場前

鶴　橋

谷

桃

巽

北

路

小

巽

南

R
J

線
状
環

JR大和路線

鶴橋

勝山

西生野 生野

舎利寺

東桃谷

田島

北巽

巽
巽東

東小路
小路

巽南

生野南林寺

北鶴橋

御幸森 中川
東中川

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」

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）

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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　カラフルブランケッツは「戸籍上の家族だけ
でなくみんなで助け合い支えあって暮らしてい
ける社会づくり」を目指して2019年10月に
設立しました。
　LGBTQ当事者、アライ（支援者）による
NPO法人です。
今や日本人口の８．９％、１１人に１人が
LGBTQ当事者であると言われています。これ
は左利きの割合と同じですが、そんなにいるよ
うには思えない方が多いのではないでしょう
か。差別や批判を恐れて、なかなか正直にカミ
ングアウトしづらい社会だからです。
私たちが活動することで、「誰でもどんな人でも一緒に楽しく安心して過ごせる
場所がある」ということを、一人でも多くの人に知ってほしいと思います。

　これからも「楽
しく安心できる」を
モットーに、ときに
は真面目な勉強
会や展示会、とき
にはワイワイご飯
を食べる会などを
企画していきます。
　みなさまのご参
加を心よりお待ち
しております！

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。社会福祉法人 大阪市生野区社会福祉協議会 令和3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。

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
積立資産支出
当期資金収支差額合計
合計

194,971,984
48,235,662
28,129,080
5,960,906
200,000

1,307,843
222,524

3,950,690
20,000,000
27,106,806
330,085,495

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
地域社協・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
各事業の個人情報管理システム等
修繕積立金支出、経営安定化積立資金支出

収   

入

内　　容金額(円）区　　分
会費収入
分担金収入
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
施設整備等収入
合計

2,086,000
380,000
156,155

63,905,906
219,936,825

373,650
39,400,538
1,754,933
1,591,488
500,000

330,085,495

賛助会費
要介護認定訪問調査事業負担分
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
施設整備等補助金

●収入●収入
■ 会費収入
■ 分担金収入
■ 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
■ 施設整備等収入

●支出●支出
■ 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
■ 積立資産支出
■ 当期資金収支差額合計

2,086,000

380,000

156,155

63,905,906

219,936,825

39,400,538

1,754,933
1,591,488

500,000

373,650

194,971,984

48,235,662

28,129,080
5,960,906

200,000

1,307,843

222,524

3,950,690 20,000,000

27,106,806

　カラフルブランケッツは「戸籍上の家族だけ

ボランティアデイズボボボランティランティランティランティランティランティランティランティランティアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズ
８月に延期となったボランティアデイズを開催します！

生野区内で実際活動されているボランティアによるパフォーマンスや

体験などの活動紹介・発表を行います。ボランティアに興味がある方、

来てほしいなと思っている方、もちろん見学だけでも大歓迎です！

ボランティアさんの活躍する姿をぜひ見に来てください。

問 合 せ

開催日時

会　　場会　　場

対　　象

問 合 せ

対　　象

定　　員

生野区社会福祉協議会　地域支援担当　
TEL：06（6712）3101　
FAX：06（6712）3001

生野区社会福祉協議会  ２階多目的室  ほか

※２６日（土）はこども向けのパフォーマンスを予定しています。

４０名（当日先着順）

いくの区

どなたでも歓迎

（受付：11：45から）
12：00～15：00

11月25日
26日

金

土

無料
※当日人数制限あり。

申し込み不要

福祉コーディネーター

地図上の番号、地域名（名前）

ご存じですか？

会館名

電話番号
住 所

北鶴橋地域（神原）

鶴橋3-5-34

TEL：06（6712）9909

北鶴橋老人憩いの家
1 鶴橋地域（田島）

鶴橋会館・老人憩いの家
生野区桃谷1-2-39

TEL：06（6712）0067

2 御幸森地域（足立）
御幸森会館・老人憩いの家
生野区桃谷5-4-29

TEL：06（6711）5600

3 勝山地域（辻田）
勝山会館・老人憩いの家
生野区勝山南1-4-4

TEL：06（6712）3775

4

東桃谷地域（久野）
東桃谷福祉会館（ふくろうの家）
生野区勝山北3-4-32

TEL：06（6711）5480

5 舎利寺地域（大谷）
舎利寺会館・老人憩の家
生野区勝山南4-13-1

TEL：06（6712）9100

6 西生野地域（山田）
西生野会館・老人憩いの家
生野区生野西4-4-16

TEL：06（6712）2877

7 生野地域（植村）
生野会館・老人憩の家
生野区生野東3-10-31

TEL：06（6731）0357

8 田島地域（曽根）
田島会館・仲よしの家
生野区田島4-20-3

TEL：06（6752）4400

9

生野南地域（鈴木）
生野南会館・老人憩いの家
生野区林寺6-2-6

TEL：070（8541）6357

10 林寺地域（吉田）
林寺センター
生野区林寺2-16-3

TEL：06（6712）8640

11 中川地域（藤原）
中川会館・老人憩の家
生野区中川2-21-1

TEL：06（6757）4070

12 東中川地域（松村）
東中川会館・老人憩の家
生野区新今里2-12-35

TEL：06（6756）0477

13 小路地域（吉川）
小路会館・老人憩いの家
生野区小路2-23-8

TEL：080（9752）0141

14

東小路地域（井筒）
東小路会館・老人憩の家
生野区小路東3-7-20

TEL：06（6752）8434

15 北巽地域（池島）
北巽会館・老人憩いの家
生野区巽北2-4-16

TEL：06（6757）6968

16 巽東地域（荻田）
巽東会館（アプロ2F）
生野区巽東2-9-16

TEL：070（8973）0324

17 巽地域（杉浦）
巽会館・老人憩の家
生野区巽中2-21-31

TEL：06（6758）7610

18 巽南地域（松川）19

あなたが困ったときまず、相談してください。

●ゴミがあふれてる、
　気になるよ・・・

ご近所のこと

●電球を替えたいけど？  ●介護保険のこと
●車椅子を借りたいけどどうしたらいいのかなぁ？

自分のこと

●学校へいきたくない、
　居場所はある？

子どものこと

あなたのまちの

地域の中での助け合い！！
あなたとまちのボランティアさんをつなぐ身近な相談窓口です！！

特定非営利活動法人
カラフルブランケッツ

市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動市民活動センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報センター活動情報

アデイズアデイズアデイズアデイズアデイズアデイズ
特定非営利活動法人

～ 知っていますか？あなたの まちの NPO法人 　 ～11

活  動  例

令和５年３月まで改築工事中に
つき、生野区社会福祉協議会に
お問い合わせください。




