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第56号
東三国令和初の大運動

会を楽し
もう！

　令和元年10月6日(日)に東三国地区
恒例の大運動会が開催されました。社
協各種団体の中、体育厚生協会の役員
さんが中心となり運営されました。紅
白の組み分けや競技種目の選定、商品
の買い出しや当日の準備作業など多
くの方が携わっています。また、当日は東三国中ジュニアリーダーの生徒
さんや新大阪歯科技工士・歯科衛生士の専門学校の学生さんもお手伝
い頂きました。こうして地域の住民や小学生・中学生、そして地域に通う
学生さんなどが交流を深める場にもなります。
　当日は天候に恵まれ、多くの競技に歓声をあげ、地域対抗で盛り上が
り楽しい健康的な一日を過ごしました。

地 域 の だ よ り

木川南敬老会が開催さ
れました！

　35度という真夏日の9月15日
(日)、木川南小学校で敬老会が開催
されました。各町会が集まって朝か
ら準備です。2トントラックで小学校
に荷物を運びこみ、会場設営、受付
の準備を整えます。
　今年は、5組の金婚式を迎えられたご夫妻がいらっしゃいました。昨年
度から記念品として金杯とともに、地域からお二人の結婚記念日と誕生
日の新聞をお贈りしています。式典に続くアトラクションでは、地域の方
たちによる情緒豊かな琴の演奏、懐かしく心に沁み入るピアノ演奏、さわ
やかで美しいハーモニーのコーラス、そして聴いて見て楽しませてくれ
た3年連続出演の十三中学校吹奏楽部の演奏がありました。最後は恒例

の抽選会で大いに盛り上がりました。
　心配していた暑さの中、体調が悪く
なる方もなく元気に楽しいひと時を
過ごすことができました。地域で協力
することの大切さ、地域のつながりの
強さを改めて感じることができた一
日でした。

加 島高齢者買い物支
援見守り

事業

　加島地域では、食料品の「移動店
舗」販売や「衣料品」の販売会を企
画・開催しました。加島地域社会福
祉協議会に、商店が少なく買い物に
不便で困っているとの声が多く寄
せられていたことから、二つの事業
に取り組みました。コープこうべと
大阪センイシティーの協力を得て、コープこうべの移動販売は毎週火曜
日に二ヶ所と金曜日に三ヶ所実施しています。品数の多さと新鮮が好評
で、おしゃべりしながら来るのを待つ姿も見られる様になりました。加島
文化センターの「衣類販売」会は、「ふれあい喫茶」との同時開催で季節

毎に四回実施し、お茶を飲みなが
ら会話に買い物にと大賑わいで、
いずれも好評を得ています。
　高齢者にとって外出の口実とな
り、買い物場所・居場所が情報発信
の拠点となり、見守り、人と人のつ
ながりの場となる様、更に充実さ
せ、継続して行きたい。

田 川　　田川敬老会

　令和元年10月5日（土）、田川敬老会が
開催されました。オープニングは田川幼
稚園の園児のダンスです。普段から交流
がある園児の可愛いダンスに皆さんニコ
ニコ(^^)顔。次に田川連合子ども会音楽
部による演奏です。ドラムやギターを使っ
た本格的なバンドで今年は皆さんが口ず
さみやすい美空ひばりさんの「お祭りマンボ」をかっこ良く演奏してくれました。
　一部の式典では毎年のくす玉に替り金色と紅白のクラッカーで来賓の方々も
参加していただき、パパーンとお祝いしました。
　二部の演芸ではオトナ女子の桶ストラ・オーケストラと弾氣の2チームに出演
していただき、女子力の高いエネルギーみなぎる演奏とパフォーマンスにパワー

をいただきました。
　そして、ラッキーカード抽選会！空くじ
なしの賞品に当たった番号を挙げる手
も高らかに、元気と笑顔が弾ける大盛り
上がりのひと時でした。
用意・片付けもＰＴＡから約50名のお手
伝いがあり、世代間が交流し皆の力を結
集した楽しい敬老会になりました。

活動

区民の声

地域がイキイキ活動
されている様子が
よくわかりました。

（塚本／
70代・女性）

地域の活動だよりなど読んで参考にな
ることが多く、今後も楽しみに読んでい
こうと思いました。クロスワードパズル
も楽しくチャレンジ出来ました。

（三津屋／70代・女性）

地域情報の貴重な情報源で
す。シルバー世代に役立つ
情報を期待しています。

（東三国／60代・男性）

傾聴ボランティアの
存在を初めて知り、
興味がわきました。

（十三／
50代・男性）

ネイティブ講師のサム（米）と
マーク（英）があなたの苦手な
英語を大変身させます。

初心者大歓迎
子ども英会話コースあります。
他国の言語も学べます。
問い合わせてください。

www.mic392.com
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西三国2丁目6-8
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〒532-0005 淀川区三国本町2-14-3 淀川区在宅サービスセンターやすらぎ内

生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーター）

三津屋北三にこにこ運動までの道のり
関係機関との情報交換 生活支援コーディネーター

西部地域包括支援センター
地域住民が協力し、企画。

月1回　
三津屋北三町会
会館にて

みんなでつくる
すべての人に

開催を継続しているのは、地域の

皆さんが健康であり続けてほしい

という思いからです。北三町会会

館で新たな居場所が生まれたよう

に、三津屋会館を拠点とした居場

所づくりが地域全体で広がってく

れればと思います。

身近な場所に、気軽に行ける運動教

室ができて楽しく参加しています。

少しでも元気に過ごせるように、この

教室で教えてもらったことを自宅で

もやっています。運動の後には、お茶

会もあり友達もできて嬉しいです。

講師（ボランティア）の話を参加者

は熱心に聴いておられ、地域の会

館は熱気と笑い声があふれていま

す。身近な居場所ができることで

地域の方々のつながりが強くなり、

新たな人の輪が広がり地域のパ

ワーを感じています。

皆様と居場所づくりへの思いを共有す

ることを大切にします。多様な主体で

協働することで、それぞれのネットワー

クを活かした準備が進められました。

今後もみんなでつくる地域の輪を目指

し、皆様のやってみたいをお手伝いし

ていきます。地域、企業、福祉事業所な

どやりたいの思いをご相談ください。

淀川区社会福祉協議会
TEL06-6394-2900

高齢者がお住まいの地域でいきいきと暮らし続けられるよう、住民や関係
団体などが連携し、住民主体による介護予防や生活支援サービスの充実
が図られるよう地域での支え合いを推進します。

地域の輪‼
身近な居場所を

活動者の 参加者の 西部包括支援
センターの

生活支援
コーディネーターの

思い 思い
思い

思い

「運動教室が近くに
 あればいいな」

運動教室
実施！

やって
みよう！！

やって
みました！！

祝

社協って？
こちらからご覧ください

日々の活動を
お届けします

※上記価格は税込です。

こ の 広 報 紙 は 、一 部 赤 い 羽 根 共 同 募 金 を 活 用 し て 作 ら れ て い ま す 。

　仲間と一緒に壊れたおもちゃを直しては喜び、子どもたちから
感謝されてはまた喜ぶのが「おもちゃドクター」です。おもちゃで遊
びおもちゃを修理する「おもちゃドクター」の養成講座です。

第5回淀川区おもちゃドクター養成講座
日　時
場　所

令和2年2月8日（土）・15日（土）午後1時30分～4時30分
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ 3階 会議室 (淀川区三国本町2-14-3)
よどがわ・おもちゃ病院所属　おもちゃドクター
おもちゃドクターとなって活動できる方（経験・年齢・性別不問）
10名（先着順）
無料
1月20日（月）午前9時30分～2月5日（水）午後5時
TEL06-6394-2900（ボランティア担当：坂口）

講　師
対　象
定　員
費　用
申　込

回 数 日　　時 内　　容

2月  8日（土）

2月１5日（土）
午後１時３０分～4時３０分

午後１時３０分～4時３０分

・講義：おもちゃの修理方法　など
・実習：テスターの使い方1回

2回 ・実習：ハンダ付け・SPテスター製作
・実習：プラレールの分解・組立

淀川社協だよりは、配達エリアの関係によって淀川区以外にも折り込まれます。



福祉ボランティアを
応援します

参加者募集

赤い羽根共同募金

金銭・物品払出先

金銭・物品預託

●福祉ボランティア活動応援払出 
●ボランティア奨活金（2件） ●地域防災用具整備 ●子ども見守り活動支援 
●一千人の第九実行委員会

●淀川鍼灸マッサージ師会 ●社会医療法人協和会　職員一同
●新大阪歯科技工士専門学校 ●森田　勲 ●明治安田生命淀川東営業所
●大阪市環境局東北環境事業センター ●キューピー株式会社大阪支店
●株式会社ダイヘン ●横山新聞舗 ●オレンジカフェ ●匿名（3件）（敬称略）

善意銀行だより
　善意銀行は、区民の皆様や、団体・会社からの寄付をお受けして、淀川の
区地域福祉推進やボランティア活動のため有効に活用させていただいて
おります。なお、善意銀行への寄付金は税法上の控除対象になります。
今後とも、ご協力をお願いいたします。
　令和元年7月～11月末の預託をいただいた方は次のとおりです。ありが
とうございました。

認知症カフェ

　毎週木曜日、ボランティアが認知症当事者
の方や介護をされているご家族が一息つい
て楽しんでいただける認知症カフェを運営
しています。認知症サポーターでもあるボ
ランティアの皆さんが心を込めて淹れた本
格コーヒーをご用意しています。

毎週木曜日（お盆の時期・年末年始を除く）　午後2時～4時
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ1階 ボランティア室
100円（コーヒー・お菓子付）

場　所

参加費

問合せ

日　時利 用 料

貸出期間

問 合 せ

申 込 み

利用対象者

のご案内

命について学ぶ

淀川区社会福祉協議会 Vol.56_折込新聞＿02＿03

解答と社協だよりに対するあなたのご意見、住所、氏名、年齢、性別を必ず記入のうえ、
下記までお送りください。

ヨコのカギタテのカギ

〒532-0005 淀川区三国本町2-14-3
淀川区社会福祉協議会 社協だより担当 まで

令和2年2月12日（
水）

到着分まで有効

よどがわクロスワードパズル
タテ・ヨコのかぎをヒントに、マスをうめてください。次に★印の文字をならべかえて
ひとつの言葉を完成させてください。正解者の中から抽選で10名の方に、図書券をさしあげます。

①サケの魚卵
③英語で「You」日本語で？
④パーフェクトゲーム！完全○○○！
⑤おはようございます！こんにちは！
　○○さつは大切だね♪
⑧花言葉は「思いやり」。春になったら咲くよ！
⑨日本で愛媛県が生産量No.1！○○イフルーツ★
⑩田や畑などの中に設置して鳥などの害獣を
　追い払う仕掛け

①

⑤

⑥ ⑦

★ ★

★

★

★ ★

⑧

⑨

⑩

② ③

④

第55号 3面 よどがわ
クロスワードパズルの答え

「めんきょへんのう」

あけまして
おめでとう
ございます！

①三重県南東部の市
②今年解散するジャニーズグループは？ア○○
③近畿地方の太平洋側に突き出た日本最大の半島。
　○○半島
⑤日本沿岸に分布する大型のイカ。食用や釣りの対象
　として人気！
⑥四字熟語の一つ。思いのままにするさま。○○○自在
⑦栄養補助食品、○○○メント
⑧トマトケチャップなどで味付けした米飯。○○○ライス！
⑨「Friday」は何曜日？

　淀川区社会福祉協議会では、民間の社会福祉団体として皆様の会費・寄付
金等で運営し、淀川区の地域住民のだれもが安心して暮らせるよう地域
福祉推進事業を展開しています。そのためには区社協自主財源の確保が
必要で、区民の皆様に会員になっていただきますようご協力をお願いいた
します。

賛助会員を募集しています

　第1部では、長年活動をしていただいた区社会福祉協議会の役員及びボランティアの表彰を行うとともに、善意
銀行に預託をしていただいた方々に感謝状の贈呈を行いました。

「命のビザ」について学んだ役員

大阪市委託事業「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」

個人会員 2,000円／1口 法人会員 5,000円／1口

　令和元年９月２７日午前８時に区役所前を出発し、区社協の役員１９人が福井県敦賀市にあります「人道の港　敦賀ムゼウム」を目指しました。
　今年の役員人権研修は、テーマを多文化共生で外国人の人権にスポットライトをあて、戦時中に、ユダヤ難民にたくさんのビザ、「命のビザ」を発行された
杉原千畝さんの功績を学ぶため敦賀市まで行きました。

　大阪府共同募金会の河原林
富美基金配分金により軽自動
車を購入しました。
　地域の防災訓練や福祉教育
への車いす運搬など、地域福
祉活動で活用します。

　淀川区では、１０月から「2019年度淀川地区共同募金
運動」が始まりました。淀川区では区内の１８地域や、企業、
学校などで募金活動を行って頂いております。
　令和元年度の大阪府共同募金会より配分額は5,072,505円で、淀川区内の
１８地域社会福祉協議会や障がい者団体などへ福祉活動のため配分しました。

人権研修

淀川区社会福祉協議会では、役員に対し人権研修バスツアーを開催しました。

　敦賀ムゼウムに着くと、早速ボランティアの方から千畝さんの功績の話を聞かせてもらうことができました。
　千畝さんは、人道的にユダヤ難民を救おうとし、結果当時の外務省の意向に背きユダヤ難民にたくさんの
ビザを発行したこと、そのことが起因で外務省より職を解かれたこと、当時の敦賀港付近の様子の話では、
敦賀の人々もユダヤ難民に尽くしていたことなどを学びました。敦賀を経由して、アメリカやオーストラリア
など各国に移住していったユダヤ難民は、その土地に千畝さんの銅像を建てるなどし、８０年経った現在でも
その子孫を含め千畝さんに感謝をしていることも学びました。
　１９人の役員は熱心にボランティアの話に耳を傾け、杉原千畝さんの功績を学び、外国人の人権について
それぞれが理解を深めました。

令和元年10月16日、淀川区民福祉のつどいを開催しました。

ありがとう
ございました！

　第2部では多文化共生社会の実現をテーマにシンポジウム「となりの外国人と
のつきあい方」を開催しました。基調講演では外国人女性の会パルヨンの代表理
事である、ハッカライネン・ニーナさんから災害時の外国人への対応や町内会へ
の誘い方などについて具体的なお話がありました。後半は、外国人当事者と淀川
区内の支援者をお招きし、外国

人の困りごとや必要とされている支援をテーマにパネルディス
カッションを行いました。外国人を地域の生活者として見てほし
い、ゴミ出しを一緒にやるなど気軽に声を掛けてほしいという意
見が出ました。外国人が住みやすい地域が子どもや高齢者、区民
の皆さんが住みやすい街にもなります。はじめの一歩として皆さ
んも近所に住む外国人に挨拶してみませんか。

　ワークショップでは、見守り相談室の事業説明の他、各町会単位で要援護
者をどのように見守ることができるかを検討しています。また認知症の方へ
の効果的な接し方や見守り相談室と地域包括支援センターの連携について
の講話や、困りごとについての事例の報告も行いました。参加した地域の方
からは「近所に気になる方がいるので、いつも挨拶をしてコミュニケーショ
ンを取っているの」と日常生活の中で積極的に声掛けをされているご様子
を聞かせていただきました。

見守り相談室

要援護者名簿を活用した
見守り検討会

～淀川区ワークショップを開催～

淀川区社会福祉協議会 ＴＥＬ06-6394-2922

見守りの 目

ご存知ですか？
　障がい者の生活をサポートしてくれる補助犬をご存じですか？ 
実際に利用されている方からお話を聞き、補助犬への知識と理解を深めて
みませんか。

令和2年2月13日（木）
午後1時30分～4時30分（受付午後1時～）

淀川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（総額40万円）※過去3年間の助成実績を
参考に総額を設定。
令和2年4月13日（月）～4月24日（金）
5月下旬（交付は6月）
地域支援・ボランティア担当　TEL06-6394-2900

福祉ボランティア活動応援資金

福祉教育を応援します ～　  だんの  　らしの  　あわせってなんだろう～

淀川区社会福祉協議会　
地域支援担当　TEL06-6394-2900

　地域、学校、企業などに出向き、当事者による講話や
体験学習を通して福祉について学ぶお手伝いをします。
詳しい内容や、ご希望時間などお気軽にご相談下さい。

認知症サポーター養成講座＆笑いヨガ
　認知症サポーターとは認知症
になっても安心して暮らせるまち
づくりのために、認知症を正しく
理解し、地域で暮らす認知症の方
やその家族を応援する人です。認
知症を知り、安心して笑顔で暮ら
せるまちづくりを一緒にしません
か。当講座では認知症予防として
「笑いヨガ」の体験もします。受講
者にはサポーターの証であるオレ
ンジリングを差しあげます。

淀川区にお住まいの方
無料
貸出日より最長1カ月間
事前にお問合せのうえ、ご来館ください
淀川区社会福祉協議会  地域支援担当  TEL06-6394-2900

車いすの貸し出しをします
　淀川区社会福祉協議会では、車いすの貸出し
を行っています。急な事故や病気で車いすが
一時的に必要になった時など、無料で貸し出し
をしています。お気軽に問合せください。

地域支援・ボランティア担当　TEL06-6394-2900

車いす体験 アイマスク体験

高齢者疑似体験 当事者による福祉講話

認知症サポーター養成講座

問合せ

ふ く し

払 出 対 象
　　　　
払  出  額

申 込 期 間
払 出 決 定
申込み・問合せ

のこと補 助 犬

場　所

内　容

日　時

定　員

主　催

申込み

問合せ

対　象 淀川区内にお住まいの方
100名（申込先着順）
淀川区地域自立支援協議会
令和２年1月7日（火）午前9時から電話またはＦＡＸにて受付
淀川区役所 保健福祉課 3階32番  TEL06-6308-9857　FAX06-6885-0537

となりの外国人とのつきあい方

区内の各地域では要援護者と地域の支援者が「顔と顔の見える関係づくり」のための検討会を行っています。

　今後も各地域で検討会を開催していきます。ゆっくり、くるりとまわりを見渡
してみてください。見守りの目があれば安心・安全の淀川区に繋がります。

　善意銀行に預託をいただいたみなさまの善意
（寄付金）を活用し、淀川区内で福祉ボランティア
活動を行う団体を対象に払出先を募集します。

地域支援担当　TEL06-6394-2900

場　所

募集期間

申込み・問合せ

日　時

定　員

対　象

講　師

令和2年2月29日（土）午後2時～3時40分
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ 3階 会議室
キャラバン・メイト　岩倉あや子 氏（大阪ラフター笑会代表）、
淀川区社会福祉協議会、淀川区地域包括支援センター
区内在住・在勤・在学の方
30名（先着順）
2月5日（水）～2月26日（水）

第1部－補助犬訓練士による講演会　
第2部－シンポジウム(補助犬ユーザー登壇予定）

淀川区役所5階　会議室 助成事業名



福祉ボランティアを
応援します

参加者募集

赤い羽根共同募金

金銭・物品払出先

金銭・物品預託

●福祉ボランティア活動応援払出 
●ボランティア奨活金（2件） ●地域防災用具整備 ●子ども見守り活動支援 
●一千人の第九実行委員会

●淀川鍼灸マッサージ師会 ●社会医療法人協和会　職員一同
●新大阪歯科技工士専門学校 ●森田　勲 ●明治安田生命淀川東営業所
●大阪市環境局東北環境事業センター ●キューピー株式会社大阪支店
●株式会社ダイヘン ●横山新聞舗 ●オレンジカフェ ●匿名（3件）（敬称略）

善意銀行だより
　善意銀行は、区民の皆様や、団体・会社からの寄付をお受けして、淀川の
区地域福祉推進やボランティア活動のため有効に活用させていただいて
おります。なお、善意銀行への寄付金は税法上の控除対象になります。
今後とも、ご協力をお願いいたします。
　令和元年7月～11月末の預託をいただいた方は次のとおりです。ありが
とうございました。

認知症カフェ

　毎週木曜日、ボランティアが認知症当事者
の方や介護をされているご家族が一息つい
て楽しんでいただける認知症カフェを運営
しています。認知症サポーターでもあるボ
ランティアの皆さんが心を込めて淹れた本
格コーヒーをご用意しています。

毎週木曜日（お盆の時期・年末年始を除く）　午後2時～4時
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ1階 ボランティア室
100円（コーヒー・お菓子付）

場　所

参加費

問合せ

日　時利 用 料

貸出期間

問 合 せ

申 込 み

利用対象者

のご案内

命について学ぶ

淀川区社会福祉協議会 Vol.56_折込新聞＿02＿03

解答と社協だよりに対するあなたのご意見、住所、氏名、年齢、性別を必ず記入のうえ、
下記までお送りください。

ヨコのカギタテのカギ

〒532-0005 淀川区三国本町2-14-3
淀川区社会福祉協議会 社協だより担当 まで

令和2年2月12日（
水）

到着分まで有効

よどがわクロスワードパズル
タテ・ヨコのかぎをヒントに、マスをうめてください。次に★印の文字をならべかえて
ひとつの言葉を完成させてください。正解者の中から抽選で10名の方に、図書券をさしあげます。

①サケの魚卵
③英語で「You」日本語で？
④パーフェクトゲーム！完全○○○！
⑤おはようございます！こんにちは！
　○○さつは大切だね♪
⑧花言葉は「思いやり」。春になったら咲くよ！
⑨日本で愛媛県が生産量No.1！○○イフルーツ★
⑩田や畑などの中に設置して鳥などの害獣を
　追い払う仕掛け

①

⑤

⑥ ⑦

★ ★

★

★

★ ★

⑧

⑨

⑩

② ③

④

第55号 3面 よどがわ
クロスワードパズルの答え

「めんきょへんのう」

あけまして
おめでとう
ございます！

①三重県南東部の市
②今年解散するジャニーズグループは？ア○○
③近畿地方の太平洋側に突き出た日本最大の半島。
　○○半島
⑤日本沿岸に分布する大型のイカ。食用や釣りの対象
　として人気！
⑥四字熟語の一つ。思いのままにするさま。○○○自在
⑦栄養補助食品、○○○メント
⑧トマトケチャップなどで味付けした米飯。○○○ライス！
⑨「Friday」は何曜日？

　淀川区社会福祉協議会では、民間の社会福祉団体として皆様の会費・寄付
金等で運営し、淀川区の地域住民のだれもが安心して暮らせるよう地域
福祉推進事業を展開しています。そのためには区社協自主財源の確保が
必要で、区民の皆様に会員になっていただきますようご協力をお願いいた
します。

賛助会員を募集しています

　第1部では、長年活動をしていただいた区社会福祉協議会の役員及びボランティアの表彰を行うとともに、善意
銀行に預託をしていただいた方々に感謝状の贈呈を行いました。

「命のビザ」について学んだ役員

大阪市委託事業「地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業」

個人会員 2,000円／1口 法人会員 5,000円／1口

　令和元年９月２７日午前８時に区役所前を出発し、区社協の役員１９人が福井県敦賀市にあります「人道の港　敦賀ムゼウム」を目指しました。
　今年の役員人権研修は、テーマを多文化共生で外国人の人権にスポットライトをあて、戦時中に、ユダヤ難民にたくさんのビザ、「命のビザ」を発行された
杉原千畝さんの功績を学ぶため敦賀市まで行きました。

　大阪府共同募金会の河原林
富美基金配分金により軽自動
車を購入しました。
　地域の防災訓練や福祉教育
への車いす運搬など、地域福
祉活動で活用します。

　淀川区では、１０月から「2019年度淀川地区共同募金
運動」が始まりました。淀川区では区内の１８地域や、企業、
学校などで募金活動を行って頂いております。
　令和元年度の大阪府共同募金会より配分額は5,072,505円で、淀川区内の
１８地域社会福祉協議会や障がい者団体などへ福祉活動のため配分しました。

人権研修

淀川区社会福祉協議会では、役員に対し人権研修バスツアーを開催しました。

　敦賀ムゼウムに着くと、早速ボランティアの方から千畝さんの功績の話を聞かせてもらうことができました。
　千畝さんは、人道的にユダヤ難民を救おうとし、結果当時の外務省の意向に背きユダヤ難民にたくさんの
ビザを発行したこと、そのことが起因で外務省より職を解かれたこと、当時の敦賀港付近の様子の話では、
敦賀の人々もユダヤ難民に尽くしていたことなどを学びました。敦賀を経由して、アメリカやオーストラリア
など各国に移住していったユダヤ難民は、その土地に千畝さんの銅像を建てるなどし、８０年経った現在でも
その子孫を含め千畝さんに感謝をしていることも学びました。
　１９人の役員は熱心にボランティアの話に耳を傾け、杉原千畝さんの功績を学び、外国人の人権について
それぞれが理解を深めました。

令和元年10月16日、淀川区民福祉のつどいを開催しました。

ありがとう
ございました！

　第2部では多文化共生社会の実現をテーマにシンポジウム「となりの外国人と
のつきあい方」を開催しました。基調講演では外国人女性の会パルヨンの代表理
事である、ハッカライネン・ニーナさんから災害時の外国人への対応や町内会へ
の誘い方などについて具体的なお話がありました。後半は、外国人当事者と淀川
区内の支援者をお招きし、外国

人の困りごとや必要とされている支援をテーマにパネルディス
カッションを行いました。外国人を地域の生活者として見てほし
い、ゴミ出しを一緒にやるなど気軽に声を掛けてほしいという意
見が出ました。外国人が住みやすい地域が子どもや高齢者、区民
の皆さんが住みやすい街にもなります。はじめの一歩として皆さ
んも近所に住む外国人に挨拶してみませんか。

　ワークショップでは、見守り相談室の事業説明の他、各町会単位で要援護
者をどのように見守ることができるかを検討しています。また認知症の方へ
の効果的な接し方や見守り相談室と地域包括支援センターの連携について
の講話や、困りごとについての事例の報告も行いました。参加した地域の方
からは「近所に気になる方がいるので、いつも挨拶をしてコミュニケーショ
ンを取っているの」と日常生活の中で積極的に声掛けをされているご様子
を聞かせていただきました。

見守り相談室

要援護者名簿を活用した
見守り検討会

～淀川区ワークショップを開催～

淀川区社会福祉協議会 ＴＥＬ06-6394-2922

見守りの 目

ご存知ですか？
　障がい者の生活をサポートしてくれる補助犬をご存じですか？ 
実際に利用されている方からお話を聞き、補助犬への知識と理解を深めて
みませんか。

令和2年2月13日（木）
午後1時30分～4時30分（受付午後1時～）

淀川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（総額40万円）※過去3年間の助成実績を
参考に総額を設定。
令和2年4月13日（月）～4月24日（金）
5月下旬（交付は6月）
地域支援・ボランティア担当　TEL06-6394-2900

福祉ボランティア活動応援資金

福祉教育を応援します ～　  だんの  　らしの  　あわせってなんだろう～

淀川区社会福祉協議会　
地域支援担当　TEL06-6394-2900

　地域、学校、企業などに出向き、当事者による講話や
体験学習を通して福祉について学ぶお手伝いをします。
詳しい内容や、ご希望時間などお気軽にご相談下さい。

認知症サポーター養成講座＆笑いヨガ
　認知症サポーターとは認知症
になっても安心して暮らせるまち
づくりのために、認知症を正しく
理解し、地域で暮らす認知症の方
やその家族を応援する人です。認
知症を知り、安心して笑顔で暮ら
せるまちづくりを一緒にしません
か。当講座では認知症予防として
「笑いヨガ」の体験もします。受講
者にはサポーターの証であるオレ
ンジリングを差しあげます。

淀川区にお住まいの方
無料
貸出日より最長1カ月間
事前にお問合せのうえ、ご来館ください
淀川区社会福祉協議会  地域支援担当  TEL06-6394-2900

車いすの貸し出しをします
　淀川区社会福祉協議会では、車いすの貸出し
を行っています。急な事故や病気で車いすが
一時的に必要になった時など、無料で貸し出し
をしています。お気軽に問合せください。

地域支援・ボランティア担当　TEL06-6394-2900

車いす体験 アイマスク体験

高齢者疑似体験 当事者による福祉講話

認知症サポーター養成講座

問合せ

ふ く し

払 出 対 象
　　　　
払  出  額

申 込 期 間
払 出 決 定
申込み・問合せ

のこと補 助 犬

場　所

内　容

日　時

定　員

主　催

申込み

問合せ

対　象 淀川区内にお住まいの方
100名（申込先着順）
淀川区地域自立支援協議会
令和２年1月7日（火）午前9時から電話またはＦＡＸにて受付
淀川区役所 保健福祉課 3階32番  TEL06-6308-9857　FAX06-6885-0537

となりの外国人とのつきあい方

区内の各地域では要援護者と地域の支援者が「顔と顔の見える関係づくり」のための検討会を行っています。

　今後も各地域で検討会を開催していきます。ゆっくり、くるりとまわりを見渡
してみてください。見守りの目があれば安心・安全の淀川区に繋がります。

　善意銀行に預託をいただいたみなさまの善意
（寄付金）を活用し、淀川区内で福祉ボランティア
活動を行う団体を対象に払出先を募集します。

地域支援担当　TEL06-6394-2900

場　所

募集期間

申込み・問合せ

日　時

定　員

対　象

講　師

令和2年2月29日（土）午後2時～3時40分
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ 3階 会議室
キャラバン・メイト　岩倉あや子 氏（大阪ラフター笑会代表）、
淀川区社会福祉協議会、淀川区地域包括支援センター
区内在住・在勤・在学の方
30名（先着順）
2月5日（水）～2月26日（水）

第1部－補助犬訓練士による講演会　
第2部－シンポジウム(補助犬ユーザー登壇予定）

淀川区役所5階　会議室 助成事業名



淀川区社会福祉協議会 Vol.56_折込新聞＿01＿04

社会福祉法人 大阪市淀川区社会福祉協議会 
発  行

TEL 06-6394-2900 FAX 06-6394-2978
発行人／三田 和夫　編集／広報部会

2020年1月

第56号
東三国令和初の大運動

会を楽し
もう！

　令和元年10月6日(日)に東三国地区
恒例の大運動会が開催されました。社
協各種団体の中、体育厚生協会の役員
さんが中心となり運営されました。紅
白の組み分けや競技種目の選定、商品
の買い出しや当日の準備作業など多
くの方が携わっています。また、当日は東三国中ジュニアリーダーの生徒
さんや新大阪歯科技工士・歯科衛生士の専門学校の学生さんもお手伝
い頂きました。こうして地域の住民や小学生・中学生、そして地域に通う
学生さんなどが交流を深める場にもなります。
　当日は天候に恵まれ、多くの競技に歓声をあげ、地域対抗で盛り上が
り楽しい健康的な一日を過ごしました。

地 域 の だ よ り

木川南敬老会が開催さ
れました！

　35度という真夏日の9月15日
(日)、木川南小学校で敬老会が開催
されました。各町会が集まって朝か
ら準備です。2トントラックで小学校
に荷物を運びこみ、会場設営、受付
の準備を整えます。
　今年は、5組の金婚式を迎えられたご夫妻がいらっしゃいました。昨年
度から記念品として金杯とともに、地域からお二人の結婚記念日と誕生
日の新聞をお贈りしています。式典に続くアトラクションでは、地域の方
たちによる情緒豊かな琴の演奏、懐かしく心に沁み入るピアノ演奏、さわ
やかで美しいハーモニーのコーラス、そして聴いて見て楽しませてくれ
た3年連続出演の十三中学校吹奏楽部の演奏がありました。最後は恒例

の抽選会で大いに盛り上がりました。
　心配していた暑さの中、体調が悪く
なる方もなく元気に楽しいひと時を
過ごすことができました。地域で協力
することの大切さ、地域のつながりの
強さを改めて感じることができた一
日でした。

加 島高齢者買い物支
援見守り

事業

　加島地域では、食料品の「移動店
舗」販売や「衣料品」の販売会を企
画・開催しました。加島地域社会福
祉協議会に、商店が少なく買い物に
不便で困っているとの声が多く寄
せられていたことから、二つの事業
に取り組みました。コープこうべと
大阪センイシティーの協力を得て、コープこうべの移動販売は毎週火曜
日に二ヶ所と金曜日に三ヶ所実施しています。品数の多さと新鮮が好評
で、おしゃべりしながら来るのを待つ姿も見られる様になりました。加島
文化センターの「衣類販売」会は、「ふれあい喫茶」との同時開催で季節

毎に四回実施し、お茶を飲みなが
ら会話に買い物にと大賑わいで、
いずれも好評を得ています。
　高齢者にとって外出の口実とな
り、買い物場所・居場所が情報発信
の拠点となり、見守り、人と人のつ
ながりの場となる様、更に充実さ
せ、継続して行きたい。

田 川　　田川敬老会

　令和元年10月5日（土）、田川敬老会が
開催されました。オープニングは田川幼
稚園の園児のダンスです。普段から交流
がある園児の可愛いダンスに皆さんニコ
ニコ(^^)顔。次に田川連合子ども会音楽
部による演奏です。ドラムやギターを使っ
た本格的なバンドで今年は皆さんが口ず
さみやすい美空ひばりさんの「お祭りマンボ」をかっこ良く演奏してくれました。
　一部の式典では毎年のくす玉に替り金色と紅白のクラッカーで来賓の方々も
参加していただき、パパーンとお祝いしました。
　二部の演芸ではオトナ女子の桶ストラ・オーケストラと弾氣の2チームに出演
していただき、女子力の高いエネルギーみなぎる演奏とパフォーマンスにパワー

をいただきました。
　そして、ラッキーカード抽選会！空くじ
なしの賞品に当たった番号を挙げる手
も高らかに、元気と笑顔が弾ける大盛り
上がりのひと時でした。
用意・片付けもＰＴＡから約50名のお手
伝いがあり、世代間が交流し皆の力を結
集した楽しい敬老会になりました。

活動

区民の声

地域がイキイキ活動
されている様子が
よくわかりました。

（塚本／
70代・女性）

地域の活動だよりなど読んで参考にな
ることが多く、今後も楽しみに読んでい
こうと思いました。クロスワードパズル
も楽しくチャレンジ出来ました。

（三津屋／70代・女性）

地域情報の貴重な情報源で
す。シルバー世代に役立つ
情報を期待しています。

（東三国／60代・男性）

傾聴ボランティアの
存在を初めて知り、
興味がわきました。

（十三／
50代・男性）

ネイティブ講師のサム（米）と
マーク（英）があなたの苦手な
英語を大変身させます。

初心者大歓迎
子ども英会話コースあります。
他国の言語も学べます。
問い合わせてください。

www.mic392.com
06-7173-7831
西三国2丁目6-8

MIC
ランゲージスクール

〒532-0023 大阪市淀川区十三東３-２１-１４

高級呉服・和創小物
レンタル・着 付

卒業式・入学式

袴 レンタル
無 地 3,000円
ししゅう 5,000円
着付代 4,000円

オシャレ袴スタイル

大阪市淀川区西中島2-11-26／ TEL.06-6304-9242
・大阪メトロ「西中島南方」駅南出口より
　西へ徒歩約 5分
・阪急京都線「南方」駅より西へ徒歩約 5分

(LK1911-53)

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

〒532-0005 淀川区三国本町2-14-3 淀川区在宅サービスセンターやすらぎ内

生活支援体制整備事業
（生活支援コーディネーター）

三津屋北三にこにこ運動までの道のり
関係機関との情報交換 生活支援コーディネーター

西部地域包括支援センター
地域住民が協力し、企画。

月1回　
三津屋北三町会
会館にて

みんなでつくる
すべての人に

開催を継続しているのは、地域の

皆さんが健康であり続けてほしい

という思いからです。北三町会会

館で新たな居場所が生まれたよう

に、三津屋会館を拠点とした居場

所づくりが地域全体で広がってく

れればと思います。

身近な場所に、気軽に行ける運動教

室ができて楽しく参加しています。

少しでも元気に過ごせるように、この

教室で教えてもらったことを自宅で

もやっています。運動の後には、お茶

会もあり友達もできて嬉しいです。

講師（ボランティア）の話を参加者

は熱心に聴いておられ、地域の会

館は熱気と笑い声があふれていま

す。身近な居場所ができることで

地域の方々のつながりが強くなり、

新たな人の輪が広がり地域のパ

ワーを感じています。

皆様と居場所づくりへの思いを共有す

ることを大切にします。多様な主体で

協働することで、それぞれのネットワー

クを活かした準備が進められました。

今後もみんなでつくる地域の輪を目指

し、皆様のやってみたいをお手伝いし

ていきます。地域、企業、福祉事業所な

どやりたいの思いをご相談ください。

淀川区社会福祉協議会
TEL06-6394-2900

高齢者がお住まいの地域でいきいきと暮らし続けられるよう、住民や関係
団体などが連携し、住民主体による介護予防や生活支援サービスの充実
が図られるよう地域での支え合いを推進します。

地域の輪‼
身近な居場所を

活動者の 参加者の 西部包括支援
センターの

生活支援
コーディネーターの

思い 思い
思い

思い

「運動教室が近くに
 あればいいな」

運動教室
実施！

やって
みよう！！

やって
みました！！

祝

社協って？
こちらからご覧ください

日々の活動を
お届けします

※上記価格は税込です。

こ の 広 報 紙 は 、一 部 赤 い 羽 根 共 同 募 金 を 活 用 し て 作 ら れ て い ま す 。

　仲間と一緒に壊れたおもちゃを直しては喜び、子どもたちから
感謝されてはまた喜ぶのが「おもちゃドクター」です。おもちゃで遊
びおもちゃを修理する「おもちゃドクター」の養成講座です。

第5回淀川区おもちゃドクター養成講座
日　時
場　所

令和2年2月8日（土）・15日（土）午後1時30分～4時30分
淀川区在宅サービスセンター やすらぎ 3階 会議室 (淀川区三国本町2-14-3)
よどがわ・おもちゃ病院所属　おもちゃドクター
おもちゃドクターとなって活動できる方（経験・年齢・性別不問）
10名（先着順）
無料
1月20日（月）午前9時30分～2月5日（水）午後5時
TEL06-6394-2900（ボランティア担当：坂口）

講　師
対　象
定　員
費　用
申　込

回 数 日　　時 内　　容

2月  8日（土）

2月１5日（土）
午後１時３０分～4時３０分

午後１時３０分～4時３０分

・講義：おもちゃの修理方法　など
・実習：テスターの使い方1回

2回 ・実習：ハンダ付け・SPテスター製作
・実習：プラレールの分解・組立

淀川社協だよりは、配達エリアの関係によって淀川区以外にも折り込まれます。


