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第55号

社協のマーク

　地域社会福祉協議会や地域福祉活
動（高齢者食事サービス・ふれあい喫
茶・子育てサロンなど）への支援や、区
役所、各種団体・ＮＰＯ・福祉施設などと
連携しています。
　地域でだれもが自立し豊かに生活
していくために、安心して暮らせる町
づくりを目指し、同じ地域に住む住民
同士がお互いに支え合えるネットワー
クづくりの支援をしています。
　その他に学校や企業への福祉教育、
福祉用具や車いすの貸し出しなども
行っています。

☎06-6394-2900

　見守り相談室は、その人それぞれが
望む地域での暮らしをサポートします！
　例えば、地域と協力して日頃の見守
り活動のために名簿を作成したり、制度
のはざまにいる方への訪問・相談活動
や、困っている方を適切なサービスに繋
げたりしています。
　また、認知症等で行方が分からなく
なった方を、地域の協力者へメール配
信を行うことで早期発見できるような
体制をつくっています。「見守りメール」
の事前登録を受け付けていますのでご
相談ください。

☎06-6394-2922

見守り相談室地域支援

地域の支え合い助け合いを進めています

地域のみなさんと

一緒に協力し合いながら、

安心して生活することのできる

「福祉の
まちづくり

」に

取り組んでいます。
 いつでも誰でも参加できるボランティ
ア活動の拠点として、ボランティアや市
民活動を行いたい人とボランティアを
必要とする人の橋渡しをしています。
　また、ボランティア活動に対する様々
な相談の受付やボランティア養成講座
の開催をするなどボランティア活動の
支援をしています。

☎06-6394-2900

ボランティア・市民活動センター

　介護予防教室とは、自分らしい生活を
送り、年齢を重ねても“いきいき”と生き
がいをもって暮らすための取り組みです。
　住み慣れたまちで地域の方々と介護
予防を行っています。

介護予防教室
（なにわ元気塾）

　　対象　　

　　対象　　

●淀川区在住 ●65歳以上の男女

☎06-6394-2900

　季節の行事も楽しみ
ながら家庭的な雰囲気を
大切に過ごしています。 　☎06-6394-2900

ご利用お待ちしています。
要支援１～要介護５ 見学!

一日体
験!

大歓迎！

見学!

一日体
験!

大歓迎！

デイサービス
事業

　身近な地域でつながりあい、支え
あえる地域づくりを目指し、地域のパ
イプ役として、各種団体やボランティ
アと連携して地域福祉活動の推進を
はかります。

生活支援体制整備事業

●集える場や体操の場を知りたい
●特技を生かして地域で活動したい
●集える場所や体操の場を
　つくりたいが分からない
●地域でサロンを開いています

☎06-6394-2900

など、悩みやみなさんの声を
聞かせてください。

淀川区社会福祉協議会
マスコットキャラクター

あんぴちゃん
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大阪市淀川区 
社会福祉協議会 見守り相談室 〒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 ☎０６-６３９４-２９22

見守り相談室から同意書の返信のお願い
　見守り相談室では、福祉局からの行政情報をもと
に地域の見守り対象となる方に同意書を発送し
（返信のない方には複数回訪問）、同意確認を行っ
ています。同意確認ができた方の情報
を地域に提供し、地域の見守り活動に
つなげています。

●高齢者（要介護３～５、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の方）
●身体障がい者（１・２級） ●視覚障がい・聴覚障がい（３・４級）
●知的障がい者（Ａ） ●音声・言語機能障がい（３級）
●精神障がい者（１級） ●肢体不自由（３級）
●難病患者（人工呼吸器装着等の医療機器等への依存が高い人）

③同意書

【郵送物】

【対象者】

①郵送用封筒

④記入例

⑤返信用封筒

②案内文

淀川区在宅サービスセンター やすらぎ
３階トレーニングルーム（淀川区三国本町２-１４-３）

履正社医療スポーツ専門学校
鍼灸学科　古田高征先生、学生の皆さん

区内在住の６５歳以上で運動教室に
継続して参加できる方

午前、午後各１０名
（初めての参加者を優先し、申し込み多数の場合は抽選します）

保険代 720円程度（参加人数により割り振ります）

汗拭きタオル、お茶、すべりにくい上靴
※動きやすい服装でお越しください。

電話か来館で受付　9月9日(月)締切り
☎06-６３９４-２９００

転倒予防運動教室
　いつまでも元気でいるためには身体を動かし、
人と会話をしたり交流することがとても大切です。

９/24(火)
10/1(火)
10/8(火)
10/22(火)
10/29(火)
11/5(火)
11/12(火)
11/19(火)
11/26(火)
12/3(火)
12/10(火)
12/17(火)

10:30～12:00 13:30～15:00

オリエンテーション、体力測定

●転倒予防・歩行能力向上のための運動
●肩回り等のストレッチ
●機械を使ったトレーニング
●楽しみながら身体を動かすリハ・スポーツ
●体力測定
●新たな活動に向けて

※12/17(火)のみ10:30～12:30
 13:30～15:30

　　午前の部　　

日程　　日程　　 内容　　内容　　

 場　所 

 講　師 

 対　象 

 申込み 

 定　員 

 参加費 

 持ち物 

　　午後の部　　
時間

令和元年 8月29日（木）
午後1時30分～3時30分
（開場は午後1時）

講師 ： 藤川 幸之助氏
写真：読売新聞社

 日 時 

 場 所 

 主 催 

 共 催 

つなげよう！ つながろう！
認知症の人にやさしいまちづくり講演会

～認知症の母が教えてくれたこと～

淀川区民センター
（淀川区野中南2-１-５）

社会福祉法人 大阪市淀川区社会福祉協議会地域支援担当・見守り相談室
淀川区地域包括支援センター合同連絡会（家族介護支援事業）
淀川区老人福祉センター（高齢者の生きがいと健康づくり推進事業）

淀川区総合相談窓口（十三・新高・東三国ブランチ）

社会福祉法人 大阪市淀川区社会福祉協議会
 ☎06-6394-2900

入場無料
先着400名

男性の参加
大歓迎！！

担当 : 生活支援コーディネーター 谷澤 

元気なうちから
始めましょう！

　淀川区では、誰もが住み慣れた地域で、い
つまでも安心・安全に暮らしていけるようた
くさんの福祉活動が行われています。一部で
は、日頃より地域福祉に貢献いただいている
方々へ表彰状や感謝状の贈呈を行います。
二部ではシンポジウムを行います。

淀川区民福祉のつどい

淀川区民センター（淀川区野中南2-1-5）

令和
元年 10月16日（水） 午後1時30分～日時

場所

第1部　令和元年度 淀川区社会福祉大会式典 第2部　シンポジウム

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」

8月下旬より、対象者に同意書を
順次発送しますので、

ご返送をお願いいたします。

問合せ



タテのカギ ヨコのカギ

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 うり科の植物。夏に黄色の花をつけ、初秋には長い実をぶら下げるよ。
③ 道端などで春に花を咲かせる野草。深い紫は（菫色）とも言われるよ。
⑤ ◯◯リーディングの演技が楽しだ♪ＧＯ ＦＩＧＨＴ ＷＩＮ！
⑧ 一番長く続いた元号は？
⑩ 「甲烏賊」と書きます。固い甲を持つイカだよ。
⑫ さやごと食べるエンドウ。○○エンドウ。
⑯ 織田信長が明智光秀の謀反にあって襲撃された事件。
　 ○○○○○の変。
⑰ 2020年のオリンピック開催国は？。

① 思いのままに変化する様子を表した四字熟語。○○げんじざい。
② 封筒や袋の厚みの部分。
④ 平成の次。大化以降248番目の元号は？
⑥ わたしはイルカショーより、○○○ショーが楽しみだ♪
⑦ 春に多く、偏西風に乗って日本に飛来する黄色の砂ぼこり。
⑨ 「複胃」という4つの胃から成り立っている哺乳類の動物。
⑪ 耳に差し込んで、音楽など聞こえるようにする小型の装置。
⑬ 今日(きょう)の一日前の日。
⑭ 目の周りの白い輪が特徴であり、名前の由来ともなっている小さな鳥。
⑮ 漢字では「雲丹」と書くよ。

⑤⑥ ⑦

⑧ ⑨⑧

⑥

⑦

⑩

② ③

⑪

⑫

⑯

⑱

⑮

⑰

第54号 2面 よどがわ
クロスワードパズルの答え

★

★

★

★

★ ★

★

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。
〒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

8月28日（水）

到着分まで有効

来年は
東京オリンピック♪

1 2 3

金銭 ・ 預託

金銭 ・ 物品払出先

　善意銀行は、区民の皆様や、団体・会社のご
寄付をお受けして、淀川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
上の控除の対象になります。今後とも、ご協力
をお願いいたします。

平成31年１月～令和元年6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。

●染川佑子 ●横山新聞舗 ●一宮物産（株）
●匿名（2件） （敬称略）

●各地域社会福祉協議会（子ども見守り隊活動）     
（布団乾燥サービス）

善意銀行だより

問合せ

　平成31年3月25日、40名近いボランティアの
方が交流会に集いました。第一部では「心の病
の正しい理解と対応」についての勉強会を開催
しました。
　地域社会の中で精神疾患の当事者やそのご家
族をボランティアとしてどう支えていくことができ
るのか、多様な意見が交わされました。ボランティ
ア自身が自分の活動の重要性や意義を認識するよ
い機会となりました。
　第二部では交流会を開催し、お互いの活動を
紹介をしました。他のボランティア活動に興味を持
ち、交流会後にパフォーマンスを一緒に行う方もい
て、ボランティア同士の横の繫がりが生まれるきっ
かけとなりました。

「傾聴ボランティア養成講座」から多くの
ボランティアが誕生しました

　平成31年2月22日～3月29日の毎週金曜日、全6回にわたり
「傾聴ボランティア養成講座～こころとこころで対話する～」を
行いました。講座に興味がある熱心な参加者が集まり、座学と高
齢者施設での実習を交え、傾聴の基礎を学びました。

　講座修了後は、受講者のうち17名が
傾聴ボランティアグループ「うさぎ」に
所属し、5月より高齢者施設で傾聴ボラ
ンティアをスタートしました。今後の活
躍が楽しみです。

平成30年
度

「ボランティア交流会」
　　を開催しました  

平成30年度 資金収支計算書

（支出の部）

支出支出

一般会計支出 決算額
人件費支出 150,020,663

事業費支出 56,337,008

事務費支出 18,774,074

共同募金配分金事業費

共同募金
配分金事業費
2%

5,476,856

分担金支出 10,873,863

助成金支出 5,825,095

負担金支出 62,806

その他の支出 2,631,694

施設整備 固定資産取得支出及び繰入支出 4,155,016

その他 積立資産支出 1,000,000

繰越金（当期資金収支差額） △ 2,761,432

合計 252,395,643

△ 2,761,432
124,740,615
121,979,183

経
常
活
動

（収入の部）

収入収入

一般会計収入 決算額
会費収入 1,678,000

寄附金収入 3,810,208

経常経費補助金収入

経常経費
補助金収入
22%

56,393,431

受託金収入

受託金収入
48%

119,910,837

事業収入 85,500

介護保険事業収入

介護保険
事業収入
25%

63,595,886

受取利息配当金収入 3,743,209

その他の収入

受取利息
配当金収入
1.5%

3,178,572

施設整備 施設整備等収入

施設整備等収入 0

事務費支出
7%

分担金支出 4%
助成金支出 2%

負担金支出 0.25%

事業収入 0.34%

その他の収入 1.25% 会費収入 1%

寄附金収入 2%

積立資産支出 1%

その他の支出 1%
固定資産取得支出
及び繰入支出  2%

その他の活動収入0

0

その他 その他の活動収入 0

合計 252,395,643

経
常
活
動

当期資金収支差額合計
前期末支払資金残高
当期末支払資金残高

人件費支出
58%事業費支出

22%

繰越金
（当期資金収支差額）

-1%

　区民の皆様の声を大切に、力を合わせながら「一人ひとりの人権が尊
重され、自分らしくいきいきと、地域の中で互いにつながり、支えあいな
がら、安心して暮らし続けることができるまちづくり」を進めてまいります。
ご理解・ご協力をいただきますようよろしくお願いします。

淀川区役所 保健福祉課 保健福祉担当 ☎06-6308-9857

淀川区地域福祉推進ビジョンを改定しました！
淀川区役所からのお知らせ

地域に愛着を持ち
みんなが参画するまちづくり

問題解決できる
ネットワークのあるまちづくり

災害時に備えた
地域のつながりづくり

地域福祉推
進の

ための３つの視
点地域福祉推

進の

ための３つの視
点

※推進期間は、2019～2022年度までの4か年です。

仲間と一緒に楽しく、
生きがいづくりをしてみませんか？
●盆踊り大会（7月）
●よどがわフェステイバル（8月）
●文化祭、作品展（11月）
●サークル発表会（2月）
などの大きな行事から、ランチタイムコンサート
での喫茶活動、植木の手入れや紙折り（セン
ターだより）など、センター内での作業等のお手
伝いをお願いします。

淀川区老人福祉センター
☎06-6304-9118

淀川区老人福祉センター
ボランテイア募集
淀川区老人福祉センター
ボランテイア募集

ボランテイア

オ ト コ マ エ

① ④★

⑭⑬

対象
60歳以上
の男女

で
き
る

時に
できること

を！

問合せ



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。

　昨今、子ども達が痛ましい交通
事故や事件に巻き込まれる事案が
続発しています。そこで、当地域で
は新学期を控えて、改めて「子ども
安全見守り隊」の協力者を募ったと
ころ、60余名もの方が快く賛同し
て頂き、活動を開始しました。
　活動の強化に伴い、統一した
キャップやビブス、横断旗等を取り
揃えました。

　毎月３グループ（三国地区社会福祉協議
会、三国連合振興町会、三国駅周辺地区の
びゆく２１世紀委員会）に分かれて、阪急電
鉄、大阪市建設局、淀川区役所と共同で、
三国駅周辺の放置自転車をなくす取り組
みをしています。
　2010(平成22)年より継続しての活動で少

しづつ成果が上がり、放置自転車の台数も減りつつあります。しかし
ながら、放置禁止区域であっても一歩路地に入ると、まだまだ放置自
転車が見受けられます。
　特に商店街では、閉まっているシャッターの前には結構な台数が停
めてあることがあります。万が一の時に、消防車や緊急車両の通行
が、妨げられてしまいます。
　駅前の駐輪施設を利用
して放置自転車をなくし、
見た目にも美しい街になっ
ていけばと思います。自転
車利用のみなさんの協力
をお願いいたします。

　人生８０年と言われて久しく
なった今日、さらに人生100年
時代を、元気にいきいきと歳を
重ねて行く喜びを共有し、毎年
敬老の日に、㊗敬老会を開催
します。
　一部では、結婚５０年を迎え
た最高齢者の表彰式や、ご来賓
のご祝辞など、厳粛にかつ華や
かに式典が行われます。
　二部の演芸では、老人クラブ
寿会のコーラス部「ひまわり」
が練習の成果を素敵に披露。

　毎年工夫を凝らしたアトラク
ション。さらに、音楽クラブの子
どもたちが、お祝いの言葉に合
わせて元気な歌声を聞かせて
くれます。
　締めくくりは、女性会の民踊
総踊りで会場を盛りあげます。
　ご来賓をはじめ、お祝いを受
ける人、事業を支える人が一つ
になって、和みの輪が広がり「来
年もまた元気で来たいね！」の
笑顔と言葉が、区民センターの
ホールに響きます。

　平成30年9月4日に発生した
台風21号では、三津屋小学校に
避難所を開設し6名の方々が避
難されました。
　また、9月30日に続けざまに発
生した台風24号では、前日に広
報車で避難所を開設することを
周知したところ、60名の方々が
避難され地域の役員・町会長が
寝床や食事を準備し、来られた
方々から安心・安全の好評をいた
だきました。

　それらの災害の経験から平成
31年3月15日に三津屋地域防災
訓練を開催しました。町会長が講
堂に避難所を開設し、地域の方
に見ていただきました。その他に
淀川消防署の応援による防災
リーダーの初期消火訓練やロー
プ作り、救急訓練ブース等を実施
し、最後に女性会の方々による炊
き出しを地域の方に食べていた
だきました。
　体験実施訓練を通して、日頃
の訓練の重要性を理解していた
だき安心して帰っていただくこと
が出来ました。

　毎年11月の文化の日に「西三国
文化祭」を開催しています。昨年も、
絵画、手芸等の「作品展」や舞踊や
コーラスなどの「演芸会」、囲碁将
棋コーナー等など、埋もれていた色
々な町の文化が一斉に花開きまし
た。その他、フリードリンクコーナー
も設け、ワイワイガヤガヤと大いに
楽しく盛り上がりました。

西三国 子どもを悲惨な事故から守る！子どもを悲惨な事故から守る！

町の文化が花開く！町の文化が花開く！

野 中
～和の輪が繋がる㊗敬老会～～和の輪が繋がる㊗敬老会～

放置自転車 ゼロ !!放置自転車 ゼロ !!

三津屋
災害の経験を活かした防災訓練災害の経験を活かした防災訓練

活 動地 域 の だ よ り

区民の声区民の声

  

 
 
 

 ０６-６３９１-１４４４（日曜定休） 

日本名門酒会・いもづるの会
淀川区東三国1-1-10（ＪＲ東淀川駅 西出口）

世界一ちっちゃなケーキ屋さん
Mogura濃厚チーズケーキ

三 国

なごみ

置かないでください！
置かないでください！

準備ＯＫ！準備ＯＫ！

渡りまーす！
渡りまーす！

いつも楽しく読んでいます。
男性ボランティア講座、
参加してみたいです。
（東三国 /60 代・男性）

防災意識を持ち、地域防災
活動の大切さを認識してい
ます。
（北中島/60代・女性）

麻雀をしたことがないの
で一度、健康麻雀してみ
たいです。
（東三国/70代・男性）

淀川区全体の情報は、
知らないこともあるの
で楽しみにしています。
（加島/70代・女性）

24時間二次救急で地域に根ざした医療をめざします。
北大阪病院
社会医療法人 協和会

救急告示病院 災害時協力病院

診療科目 脳神経外科・外科・整形外科・肛門科・
内科・循環器科・消化器科・泌尿器科・
皮膚科・放射線科・リハビリテーション科

加納総合病院・淀川介護老人保健施設 ハートフル・北大阪
訪問看護ステーション・北大阪クリニック・伏尾クリニック

☎06-6395-1601

急性期病床・回復期リハビリテーション病床・
看護学校実習施設・看護師寮 24時間保育施設

大阪市淀川区
西宮原2丁目7-17

連携
施設


