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ボランティア・市民活動センター活動情報

ボランティアデイズいくの区

申込・問合せ 地域支援担当　ＴＥＬ：06（６７１２）３１０１　

払出対象

払 出 額

申込期間

払出決定

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）※ＨＰの募集要項を参照してください。

※新型コロナウイルス感染防止のための
　資機材の購入も可能です。　
※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。

「福祉ボランティア活動応援資金」
払出先の募集

おもちゃドクター養成講座

福祉ボランティア活動の例

活動
領域

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

善意銀行「特定テーマ」払出令和
5年度

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。

6月上旬を予定しています。
（交付は６月）

１件４万円以内（令和４年度中の活動にかかる経費が対象）

令和５年 ２月６日（月）～令和５年 ３月１０日（金）

を開催しました

　感染症拡大の影響で、なかなかボランティアに行くことが出来ない、
知ってもらう機会がないというボランティアさんの声を受け、１１月２５日
（金）と１１月２６日（土）の二日間、ボランティアを見て、体験して、相談で
きる「いくの区ボランティアデイズ」を開催しました。
　ボランティアのみなさまの“いきいき”とした様子に、とても元気を
いただきました！ 延べ１０８人の方にご参加いただいたこのイベント
を通して、これからのボランティアについて考えていただける機会に
なったのではないかと思います。
　ボランティア活動をやってみたい！ボランティアをお願いしたい！ の相談
を随時受け付けております。ぜひご依頼、ご相談をお待ちしております。

令和４年度　生野区おもちゃ病院

３月  ４日（土）１０：００～１２：００（１０分休憩あり）
３月１１日（土）１０：００～１２：００（１０分休憩あり）

ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１

おもちゃの修理方法を学ぶ講座です。講座終了後は、生野区の
おもちゃドクターとして、子どもたちのおもちゃを修理していただきます。

生野区ボランティア市民活動センター申込・問合せ

★初めての方も、大歓迎！！ どなたでも受講可能です★

・おもちゃの修理方法（講義）
・テスターの使い方（実習）
・はんだ付け（基本・応用）

日　　時

場　　所

参 加 費 定　　員

対　　象

生野区社会福祉協議会 大阪市生野区勝山北３-１３-２０

無料　　　　　　　１０名
全日程に参加できる方
講座終了後、おもちゃドクターとして
活動していただける方

おもちゃドクター養成講座　内容

・ジャンパー線製作
・プラレールの分解、組立（実習）

大阪市認知症初期集中支援事業

※詳しくは大阪市生野区社会福祉協議会までお問い合わせください。　

FAX ＦＡＸ：06（6712）3122TEL：06（6712）3113直通電話
月～土曜日 ９：00～１７：00 ※祝日・年末年始を除く。
TEL：06（6712）3113直通電話
月～土曜日 ９：00～１７：00 開設時間

もの忘れでお困りの方、
その家族の方の支援をさ
せていただきます。「もの
忘れ」は早めの気づきが
大切です。一人で悩まず
私たちオレンジチームに
相談して下さい。

おかちやまオレンジチーム

ご相談は
来所もしくは
訪問、お電話で

問 合 せ 生野区地域包括支援センター　

いくのオレンジマフ
（認知症マフ）

TEL：０６（６７１２）３１０１  ＦＡＸ：０６（６７１２）３１22

きもち
生野区地域包括支援センターでは、ボランティアさ
んと協力して認知症の方に使っていただくマフを製
作しています。認知症の方がほっこりして安心感を
得られるようにと工夫しています。

認知症
マフは、

生野区
地域包

括支援

センター
に展示し

ています
。

ご希望
の方に

は無料
で

差しあげ
ます

（数に
限りあり

）

秋冬野菜育てています

結びファームで野菜を育てることは
認知症の方の生きがいや
居場所や役割づくりになります。

つながる あったかいおかちやま
オレンジチームとは

定 員
300人
粗品贈呈

第１部 第2部
シンポジウム「コロナ禍での生野区の取り組み報告」
生野区医師会・生野区歯科医師会・生野区薬剤師会･
生野区居宅介護支援事業者連絡会
生野区訪問介護事業者連絡会・生野区訪問看護事業所連絡会

講演会「マスク社会の今だからこそ！ お口のケア」
【講師】大阪府歯科衛生士会 会長 山口 千里氏

生野区地域包括支援センター　ＴＥＬ：06（６７１２）３１０3　FAX：06（６７１２）３１２２

相談無料
秘密厳守
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じわえ がお

コロナ禍でもできるよ「歩け歩け事業」
　誰でも気軽に参加でき、活動
しながら歩くのでみんな健康に
なれる一石二鳥の活動が「歩
け歩け事業」です。
①『どきどきウォーク』 ６月２６日
巽神社の宮司さんのお話から
始まり、案内人から史跡や建物
の説明、ここだけのとびっきり
のお話を聞いて「そーそーそーだったよね～」「あった、あった」「へ～」
と改めて感心し、全員でゴールの会館まで歩いて戻って来ました。
お土産はボランティアさんが作ってくれたお雑魚の佃煮です。知るこ
とでドキドキできて歩いて元気になりました。
②『ぴんぽんウオーク』　８月２５日～３０日　
「手作り脳トレ」と「わくわく花火大会」のチラシを配布しながら独居

高齢者のお宅を声掛けしてまわ
りました。ピンポーン！と鳴らすと
元気な姿を見せて頂き安心しま
した。
　９月に『ぴかぴかウオーク』、
１２月は『きょろきょろウオーク』
を実施しました。

北鶴橋世代間交流事業
　北鶴橋地域では、10月23日
に北鶴橋世代間交流事業を北
鶴橋小学校にて開催しました。
　今回は、ジュースやフランク
フルト販売といった、従来の世
代間交流事業からおなじみの
コーナーに加え、キッチンカー
に来て頂いた他、芸人さんの落
語やモノマネ、歌謡ショーなど、新たな催しも試みました。
　3年ぶりの世代間交流事業、問題無く開催出来るのか、果たしてど
れだけの人が来てくれるのか、と不安もありましたが、蓋を開けてみ
れば、好天にも恵まれ、地元の方々を中心に大勢のお客さんが小学
校へ足を運んで下さりました。お越し頂いた方々と、行事に従事頂い

た皆様に、この場をお借りし
て御礼申し上げます。新型
コロナウイルス感染症の流
行はまだまだ収まる気配を
見せませんが、今後もそれ
への対策を怠りなく、様々な
行事を企画、開催していきた
いと思います。

〈巽南社協広報編集委員〉 〈北鶴橋地域社協編集委員〉

巽 南 北鶴橋
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善 意 銀 行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。コロナ禍
の中、生野区内の地域や社会福祉施設・社会福祉団体、関係機関
のみなさまのご協力によりたくさんのご寄付がありました。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。

　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１０月～１２月に預託いただいた方は次のとおりです。

地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１問 合 せ

丹波産新米の預託をいただきました
いくのまつりで募金活動をしました！！

　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
銀行に新米をご預託いただきました。農家の方
が直接届けてくださったとれたての新米です。
早速、地域（食事サービス・ふれあい喫茶）や
子どもを対象に支援する団体へ払出しを行い
ました。地域や子ども食堂の方から、「毎年、
おいしいお米をいただきありがとうございま
した！」との言葉をいただきました。
　右の写真は、～まちの拠り所～Yosugaさん
が作ったお弁当です！！

順不同
敬称略

　生野区社会福祉協議会では、１１月１３日いくのまつりにて募金活動を
実施しました。雨の中でしたが、たくさんの方が訪れ、ブース内では
トートバッグ作りなどを行い、子どもだけでなく大人の方も参加し
ペイントしたり、絵を書いたりとみなさんすごく楽しそうでした。

　これまで生野区赤十字奉仕団、大阪東南ロータリークラブ、
生野区役所、生野区社会福祉施設連絡会が協力し、「施設と
地域の顔の見える関係を拡げていきたい」という思いで開催し
てきました「いくの防災フェスタ」が３年ぶりに開催されました。
生野未来学園の吹奏楽部の演奏をオープニングに「コロナ
禍でも地震は起きる」をテーマに講演を行いました。また、
会場では災害時のトイレの使用方法、スリッパ作りや車椅子、
防災無線、AED、防災用伝言ダイヤルの体験など、もりだく
さんの内容で、参加したみなさんから「日頃体験できないこと
ができたり、地震について分かりやすく聞ける良い機会と
なった」と多くの声がありました。

いくの防災フェスタ
を開催しました！！

第７回

ホームページには “かな” 付きのふれあい生野71号を掲載しています。

特別養護老人ホーム　甍

　特別養護老人ホーム甍の所属する社会
福祉法人三秀會は平成11年に認可され
た法人で、翌年3月に巽南地域に特別養
護老人ホーム（９０床、短期含む）を開設
し、平成14年にはケアプランセンター、ヘ
ルプセンター、デイサービスを併設で展
開、以降は阪南市と生野南地域に地域密着型の小規模多機能、デイサー

ビスを開設、平成29年には大阪
市より新巽地域の総合相談窓口
を受託しました。
　特別養護老人ホーム甍では
これからも増えていく介護が必要
となった方々の一助になればとの
思いで令和元年に認可を得て
１１４床に増床をしました。
　今後も「甍は地域の宝になる」
という法人のビジョンを忘れる
ことなく邁進してまいります。

3

生野区社会福祉施設連絡会

＜ 物品の預託 ＞ 8件

＜ 金 銭 預 託 ＞1件 ・大阪東部ヤクルト販売株式会社

・生野区地域振興会　・森下 律子  ・森下 雅三  ・田窪 弘政
・社）国連PRAIDE日本　・匿名（3件）

　民生委員のみなさんは、地域住民が安全に安心して暮らせる
よう身近な相談窓口として日々尽力されておられます。
　そんな、民生委員さんを束ねる区の協議会会長に内山晶廣さん
が新たに就任されましたので、民生委員の活動の現状やこれから
についてお聞きしました。

　楽しく健康習慣を身に付けることを目指して、「日本ストリートダンススタ
ジオ協会」さんと開催したシニアの方向けのダンス講座です。ポップな音楽
に合わせて、「上手に踊ることではなく、楽しく踊ることを大切に」しながら、
先生が優しく声かけして下さり、頭も体を使いながら、楽しく元気に取り組
みました。区民センターにて、全８回のダンス講座を通して、体力維持・認知
症予防を多くの方に実感していただきました。さらに希望の方には、ダンス
リーダー養成講座(全２回)にも参加していただき、地域でダンスを通した
つながりや健康の輪が広がっていくようになることを目指しています！ 

生活
支援体制
整備事業 はじめての健康 を開催しました！教室

くらしの相談窓口 いくの

ひとりで
かかえこまずに まずは
ご相談ください。

生活の困りごとや経済的なこと等について、気軽にご相談ください。
悩んでいるあなたに寄り添い、一緒に考え、困りごとを整理しながら、
解決していくためのプランを作成し、
安定した生活へのサポートを
相談支援員がお手伝いします。

平日9：00～17：30（土・日・祝日・年末年始は休み）平日9：00～17：30開設時間 平日9：00～17：30開設時間

と  こ  ろ

平日9：00～17：30

と  こ  ろ

利用方法利用方法

問 合 せ くらしの相談窓口いくの  TEL：06（6717）6565

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が、お待ちいただく場合があります。

区役所3階31番　くらしの相談窓口いくの
＊この事業は大阪市生野区社会福祉協議会が受託して実施しています。

＊仕事…離職して次の仕事が見つからない。仕事が長続きしない。
＊お金…生活費に困っている。借金の返済に悩んでいる。収入が安定しない。
＊家庭…子どもがひきこもりや不登校で将来が不安。
　　　　 家族関係がうまくいっていない。

こんなことで悩んでいませんか？例えば

無 料 秘密厳守

　内山会長によりますとこの３年に及ぶコロナ禍の中で、従来おこなって
きた住民のみなさんと直接お会いしての見守り等の活動が難しい状況に
あり、また、小学校の統廃合により地域の子ども達の動向もつかみにくく
なりました。そんな状況の中でも、役所や包括、社協の見守り相談室や
地域の福祉コーディネーターと地域で開催される会議の場等で連携しな
がら、住民の課題解決に向けて取り組みをすすめており、同様に高齢者
の見守り訪問等も適切な対策をとり関係機関と
連携を図りながらおこなってきました。
　今後は、生野区全体で町会や関係機関と連携を
深めながら日々の見守り活動を進めていきたいと
のことで、さらに内山会長の究極の願いとして、
生活困窮者がいなくなり、民生委員が活躍しなく
てもいい世の中になってほしいと語られました。

生野区民生委員児童委員協議会 会長にききました
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コロナ禍でもできるよ「歩け歩け事業」
　誰でも気軽に参加でき、活動
しながら歩くのでみんな健康に
なれる一石二鳥の活動が「歩
け歩け事業」です。
①『どきどきウォーク』 ６月２６日
巽神社の宮司さんのお話から
始まり、案内人から史跡や建物
の説明、ここだけのとびっきり
のお話を聞いて「そーそーそーだったよね～」「あった、あった」「へ～」
と改めて感心し、全員でゴールの会館まで歩いて戻って来ました。
お土産はボランティアさんが作ってくれたお雑魚の佃煮です。知るこ
とでドキドキできて歩いて元気になりました。
②『ぴんぽんウオーク』　８月２５日～３０日　
「手作り脳トレ」と「わくわく花火大会」のチラシを配布しながら独居

高齢者のお宅を声掛けしてまわ
りました。ピンポーン！と鳴らすと
元気な姿を見せて頂き安心しま
した。
　９月に『ぴかぴかウオーク』、
１２月は『きょろきょろウオーク』
を実施しました。

北鶴橋世代間交流事業
　北鶴橋地域では、10月23日
に北鶴橋世代間交流事業を北
鶴橋小学校にて開催しました。
　今回は、ジュースやフランク
フルト販売といった、従来の世
代間交流事業からおなじみの
コーナーに加え、キッチンカー
に来て頂いた他、芸人さんの落
語やモノマネ、歌謡ショーなど、新たな催しも試みました。
　3年ぶりの世代間交流事業、問題無く開催出来るのか、果たしてど
れだけの人が来てくれるのか、と不安もありましたが、蓋を開けてみ
れば、好天にも恵まれ、地元の方々を中心に大勢のお客さんが小学
校へ足を運んで下さりました。お越し頂いた方々と、行事に従事頂い

た皆様に、この場をお借りし
て御礼申し上げます。新型
コロナウイルス感染症の流
行はまだまだ収まる気配を
見せませんが、今後もそれ
への対策を怠りなく、様々な
行事を企画、開催していきた
いと思います。

〈巽南社協広報編集委員〉 〈北鶴橋地域社協編集委員〉

巽 南 北鶴橋
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善 意 銀 行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。コロナ禍
の中、生野区内の地域や社会福祉施設・社会福祉団体、関係機関
のみなさまのご協力によりたくさんのご寄付がありました。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。

　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１０月～１２月に預託いただいた方は次のとおりです。

地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１地域支援担当　TEL：０６（６７１２）３１０１問 合 せ

丹波産新米の預託をいただきました
いくのまつりで募金活動をしました！！

　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
銀行に新米をご預託いただきました。農家の方
が直接届けてくださったとれたての新米です。
早速、地域（食事サービス・ふれあい喫茶）や
子どもを対象に支援する団体へ払出しを行い
ました。地域や子ども食堂の方から、「毎年、
おいしいお米をいただきありがとうございま
した！」との言葉をいただきました。
　右の写真は、～まちの拠り所～Yosugaさん
が作ったお弁当です！！

順不同
敬称略

　生野区社会福祉協議会では、１１月１３日いくのまつりにて募金活動を
実施しました。雨の中でしたが、たくさんの方が訪れ、ブース内では
トートバッグ作りなどを行い、子どもだけでなく大人の方も参加し
ペイントしたり、絵を書いたりとみなさんすごく楽しそうでした。

　これまで生野区赤十字奉仕団、大阪東南ロータリークラブ、
生野区役所、生野区社会福祉施設連絡会が協力し、「施設と
地域の顔の見える関係を拡げていきたい」という思いで開催し
てきました「いくの防災フェスタ」が３年ぶりに開催されました。
生野未来学園の吹奏楽部の演奏をオープニングに「コロナ
禍でも地震は起きる」をテーマに講演を行いました。また、
会場では災害時のトイレの使用方法、スリッパ作りや車椅子、
防災無線、AED、防災用伝言ダイヤルの体験など、もりだく
さんの内容で、参加したみなさんから「日頃体験できないこと
ができたり、地震について分かりやすく聞ける良い機会と
なった」と多くの声がありました。

いくの防災フェスタ
を開催しました！！

第７回

ホームページには “かな” 付きのふれあい生野71号を掲載しています。

特別養護老人ホーム　甍

　特別養護老人ホーム甍の所属する社会
福祉法人三秀會は平成11年に認可され
た法人で、翌年3月に巽南地域に特別養
護老人ホーム（９０床、短期含む）を開設
し、平成14年にはケアプランセンター、ヘ
ルプセンター、デイサービスを併設で展
開、以降は阪南市と生野南地域に地域密着型の小規模多機能、デイサー

ビスを開設、平成29年には大阪
市より新巽地域の総合相談窓口
を受託しました。
　特別養護老人ホーム甍では
これからも増えていく介護が必要
となった方々の一助になればとの
思いで令和元年に認可を得て
１１４床に増床をしました。
　今後も「甍は地域の宝になる」
という法人のビジョンを忘れる
ことなく邁進してまいります。

3

生野区社会福祉施設連絡会

＜ 物品の預託 ＞ 8件

＜ 金 銭 預 託 ＞1件 ・大阪東部ヤクルト販売株式会社

・生野区地域振興会　・森下 律子  ・森下 雅三  ・田窪 弘政
・社）国連PRAIDE日本　・匿名（3件）

　民生委員のみなさんは、地域住民が安全に安心して暮らせる
よう身近な相談窓口として日々尽力されておられます。
　そんな、民生委員さんを束ねる区の協議会会長に内山晶廣さん
が新たに就任されましたので、民生委員の活動の現状やこれから
についてお聞きしました。

　楽しく健康習慣を身に付けることを目指して、「日本ストリートダンススタ
ジオ協会」さんと開催したシニアの方向けのダンス講座です。ポップな音楽
に合わせて、「上手に踊ることではなく、楽しく踊ることを大切に」しながら、
先生が優しく声かけして下さり、頭も体を使いながら、楽しく元気に取り組
みました。区民センターにて、全８回のダンス講座を通して、体力維持・認知
症予防を多くの方に実感していただきました。さらに希望の方には、ダンス
リーダー養成講座(全２回)にも参加していただき、地域でダンスを通した
つながりや健康の輪が広がっていくようになることを目指しています！ 

生活
支援体制
整備事業 はじめての健康 を開催しました！教室

くらしの相談窓口 いくの

ひとりで
かかえこまずに まずは
ご相談ください。

生活の困りごとや経済的なこと等について、気軽にご相談ください。
悩んでいるあなたに寄り添い、一緒に考え、困りごとを整理しながら、
解決していくためのプランを作成し、
安定した生活へのサポートを
相談支援員がお手伝いします。

平日9：00～17：30（土・日・祝日・年末年始は休み）開設時間

と  こ  ろ

利用方法

問 合 せ くらしの相談窓口いくの  TEL：06（6717）6565

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が、お待ちいただく場合があります。

区役所3階31番　くらしの相談窓口いくの
＊この事業は大阪市生野区社会福祉協議会が受託して実施しています。

＊仕事…離職して次の仕事が見つからない。仕事が長続きしない。
＊お金…生活費に困っている。借金の返済に悩んでいる。収入が安定しない。
＊家庭…子どもがひきこもりや不登校で将来が不安。
　　　　 家族関係がうまくいっていない。

こんなことで悩んでいませんか？例えば

無 料 秘密厳守

　内山会長によりますとこの３年に及ぶコロナ禍の中で、従来おこなって
きた住民のみなさんと直接お会いしての見守り等の活動が難しい状況に
あり、また、小学校の統廃合により地域の子ども達の動向もつかみにくく
なりました。そんな状況の中でも、役所や包括、社協の見守り相談室や
地域の福祉コーディネーターと地域で開催される会議の場等で連携しな
がら、住民の課題解決に向けて取り組みをすすめており、同様に高齢者
の見守り訪問等も適切な対策をとり関係機関と
連携を図りながらおこなってきました。
　今後は、生野区全体で町会や関係機関と連携を
深めながら日々の見守り活動を進めていきたいと
のことで、さらに内山会長の究極の願いとして、
生活困窮者がいなくなり、民生委員が活躍しなく
てもいい世の中になってほしいと語られました。

生野区民生委員児童委員協議会 会長にききました
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ボランティアデイズいくの区

ボボボボボ

申込・問合せ 地域支援担当　ＴＥＬ：06（６７１２）３１０１　
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払出決定

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）※ＨＰの募集要項を参照してください。

※新型コロナウイルス感染防止のための
　資機材の購入も可能です。　
※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。

「福祉ボランティア活動応援資金」
払出先の募集

おもちゃドクター養成講座

福祉ボランティア活動の例

活動
領域

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

善意銀行「特定テーマ」払出令和
5年度

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。

6月上旬を予定しています。
（交付は６月）

１件４万円以内（令和４年度中の活動にかかる経費が対象）

令和５年 ２月６日（月）～令和５年 ３月１０日（金）

を開催しました

　感染症拡大の影響で、なかなかボランティアに行くことが出来ない、
知ってもらう機会がないというボランティアさんの声を受け、１１月２５日
（金）と１１月２６日（土）の二日間、ボランティアを見て、体験して、相談で
きる「いくの区ボランティアデイズ」を開催しました。
　ボランティアのみなさまの“いきいき”とした様子に、とても元気を
いただきました！ 延べ１０８人の方にご参加いただいたこのイベント
を通して、これからのボランティアについて考えていただける機会に
なったのではないかと思います。
　ボランティア活動をやってみたい！ボランティアをお願いしたい！ の相談
を随時受け付けております。ぜひご依頼、ご相談をお待ちしております。

令和４年度　生野区おもちゃ病院

３月  ４日（土）１０：００～１２：００（１０分休憩あり）
３月１１日（土）１０：００～１２：００（１０分休憩あり）

ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１

おもちゃの修理方法を学ぶ講座です。講座終了後は、生野区の
おもちゃドクターとして、子どもたちのおもちゃを修理していただきます。

生野区ボランティア市民活動センター
ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１ＴＥＬ：０６（６７１２）３１０１　Fax：０６（６７１２）３００１
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★初めての方も、大歓迎！！ どなたでも受講可能です★

・おもちゃの修理方法（講義）
・テスターの使い方（実習）
・はんだ付け（基本・応用）

★初めての方も、大歓迎！！ どなたでも受講可能です
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対　　象

生野区社会福祉協議会 大阪市生野区勝山北３-１３-２０

無料　　　　　　　１０名
全日程に参加できる方
講座終了後、おもちゃドクターとして
活動していただける方

おもちゃドクター養成講座　内容

・ジャンパー線製作
・プラレールの分解、組立（実習）

大阪市認知症初期集中支援事業

FAX ＦＡＸ：06（6712）3122TEL：06（6712）3113直通電話
月～土曜日 ９：00～１７：00 ※祝日・年末年始を除く。開設時間

もの忘れでお困りの方、
その家族の方の支援をさ
せていただきます。「もの
忘れ」は早めの気づきが
大切です。一人で悩まず
私たちオレンジチームに
相談して下さい。

おかちやまオレンジチーム

ご相談は
来所もしくは
訪問、お電話で

問 合 せ 生野区地域包括支援センター　

いくのオレンジマフ
（認知症マフ）

TEL：０６（６７１２）３１０１  ＦＡＸ：０６（６７１２）３１22

きもち
生野区地域包括支援センターでは、ボランティアさ
んと協力して認知症の方に使っていただくマフを製
作しています。認知症の方がほっこりして安心感を
得られるようにと工夫しています。

認知症
マフは、

生野区
地域包

括支援

センター
に展示し

ています
。

ご希望
の方に

は無料
で

差しあげ
ます

（数に
限りあり

）

秋冬野菜育てています

結びファームで野菜を育てることは
認知症の方の生きがいや
居場所や役割づくりになります。

つながる あったかいおかちやま
オレンジチームとは

定 員
300人
粗品贈呈

第１部 第2部
シンポジウム「コロナ禍での生野区の取り組み報告」
生野区医師会・生野区歯科医師会・生野区薬剤師会･
生野区居宅介護支援事業者連絡会
生野区訪問介護事業者連絡会・生野区訪問看護事業所連絡会

講演会「マスク社会の今だからこそ！ お口のケア」
【講師】大阪府歯科衛生士会 会長 山口 千里氏

生野区地域包括支援センター　ＴＥＬ：06（６７１２）３１０3　FAX：06（６７１２）３１２２

相談無料
秘密厳守




