
　第１７回「あいあい
まつり」が２月９日
（土）に福島区民セン
ターにて開催され、
１，２００名を超える来
場がありました。この
おまつりは地域の福
祉施設、地域活動協

議会、ボランティア等の方々が互いに理解し、交流を深
め、誰もが住みやすいまちづくりを目指して実施してい
ます。今回もポスターデザインを大阪府立西野田工科高
等学校工業デザイン系のを生徒さんにお願いし、３年生
の間屋口さんの作品が実行委員会で選定されました。
今回はステージのファイナルで吹奏楽アンサンブル・ウ
ペポの皆さんによる演奏で「世界にひとつだけの花」を
手話を交えみんなで歌いました。
　ご協賛をいただきました大阪プラムライオンズクラブ
様、大阪新梅田シティライオンズクラブ様、福島区民間保
育所連絡会様、株式会社福島興業様をはじめ多くのみな
さま、ボランティアスタッフとして関わってくださった皆
さま、本当にありがとうございました。

ちかくに
いつでも
きがるに相談

みんなの相談室
今回は海老江西地域を訪問しました。

認知症の人をささえるまち
大阪プロジェクト

　2月19日（火）福島区民センターにて認知症
サポーター地域活動促進事業モデル実施3区（北
区・福島区・住吉区）合同で開催しました。当日は、
200名を超える参加がありました。
　認知症についての話しの後は、体操（コグニサイ
ズ）でカラダを動かしました。最後に当事者の横田
氏が、休職前に勤務していた中学校の話や今の思
い、若年性認知症のことなどをコーディネーターの
藤田氏とともに話されました。
　この他、会場では認知症カフェのパネル展示や認
知症サポーター養成講座のマスコットキャラクター
ロバ隊長のバルーンアートコーナーも設けられ、認
知症について皆さんに知っていただき、ともに考え
る機会となりました。
　参加された方より「受講してよかった」「認知症に
ついての考え方がかわった」「コグニサイズを知る
ことができた」など多くの意見があがりました。
　今回の講座では、オレンジサポーターの新たな
取組みを伝えることができました。今後も認知症の
人をささえるまちへの取り組みを行ってまいります。

　3月7日午後7時～9時、区役所会議室にて、福島区民
生委員児童委員協議会、区役所共催で「福島区見守りシン
ポジウム」を開催しました。
　各地域の福祉活動の担い手である、民生委員、地域振
興会、女性会の皆さんに参加していただきました。
　関西大学社会学部松原一郎教授には「見守りから始ま
る共生社会」をテーマに講演していただき、5地域からは
見守り活動への取り組みを発表していただきました。吉
野地域吉一町会廣道町会長、海老江東地区小澤民生委
員長、新家地域森﨑連合会長、玉川地域ユニライフ町会
角川町会長、鷺洲地域峯松連合会長がそれぞれの見守り
活動を開始したきっかけや見守り方法、情報共有の場に
ついてなどお話しいただきました。取組みごとに色々違
いがある反面、多くの共通点もあることがわかりました。
事例発表を踏まえ、松原教授は、地域では生活防衛・共同
防衛の視点から誰もが生活の継続性を追求できるよう
「地域だからできること」に取り組むことの必要性につい
てなど具体例をあげて示されました。そして、社協にはそ
ういう地域をつくる援助という役割を担っていることの再
確認しました。

かまへん、
かまへんでつなぐ

地域の輪

Q:コーディネーターを始めて何か変化はあり  
　ましたか。
A:人との出会いですね。この業務についた
　お蔭で、いろいろな方とお会いする事が
　できました。
Q:相談内容はどのような事が多いですか。
　話せる範囲で結構です。
A:介護問題ですね。
　でも、それ以外でも日頃の話の中から見
　えてくるものもあります。
Q:やりがいを感じる時はどんな時ですか。
A:地域の方から、「ここがあってよかった、
　安心して暮らせるわ！」の言葉をいた　
　

　だいた時は嬉しかったです。
Q:今後の課題は何でしょうか。
A:地域の安全のために見守り活動者を
　増やすことです。
★お話を伺う中で、森花コーディネーターの
　真面目さと地域への熱い思いを感じました。

海老江西

福島お助けネットワーク事務局 (月～土/９：００～１７：３０)

※資格・性別・年齢などは問いません。先ずはお電話ください

☎06-６４54-６３39お問い合わせ

あいあいまつり第17回

※パンフレット広告掲載にご協賛を
   いただきました３０件、４０，０００円は
   開催経費として有効に使わさせて
   いただきました。

福島区見守りシンポジウム

「福島 お助けネットワーク」は、助け合い支え合いの
有償のボランティア活動です！

ボランティア
がんばれるーや！！

いろんな方と
出会えて

充実しています！

★サポーターへの謝礼は３０分３００円

〈福島お助けネットワーク〉

福島区社会福祉協議会 見守り相談室 
☎06-6454-6332

お問い合わせ

福島区に住んでいる方、福島区で仕事をしている方、福島区で勉強をしている方
サポーター活動で新たなネットワーク作りしませんか？

〈地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業〉〈地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業〉

福島区社会福祉協議会

峯松連合会長廣道町会長

小澤民生委員長 角川町会長森﨑連合会長
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福島区社会福祉協議会

「福島区社協あいあいだより」は、4月・8月・12月の1日発行です。
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　かいご泣き笑いの会
福島区家族介護者のつどい

日時
場所
対象

第3木曜日（奇数月の開催）13：30～15：00
あいあいセンター　２階会議室
福島区にお住まいの方で介護に関することなどに興味のある方ならどなたでも

たくさんのご寄付をいただき、ありがとうございました。皆さまからのご寄付は、地域福祉の
向上のために活用します。※寄付金は、所得税法上の寄付金控除があります。
2018年１１月１日～2019年２月２８日（順不同・敬称略）

福島区社会福祉協議会（あいあいセンター）☎06-6454-6330

福島区社協では、安全・安心・福祉のまちづくりを
推進しています。
また、地区・校下社協活動などの地域活動や福祉
に関する広報啓発、地域福祉活動事業への助成
金など、各種事業に取り組み、区内の皆さまと協
働した福祉の充実を目指しています。皆さまの
ご協力をお願いします。
　　

賛助会費納入および、賛助会員を募集しています

お問い合わせ

賛助会費（年会費）

受付方法
福島区社協　　窓口に持参
ゆうちょ銀行
口座記号番号 00940-4-24975

現 金
振 替

個人会費 　　　1口　　1,000円
法人・団体会費　1口　10,000円

280,444円
善意銀行寄付者一覧（物品寄付含む）
●大阪プラムライオンズクラブ ●大阪建設労働組合 ●福島区佛教青年会 
●大阪西北ロータリークラブ ●福島区ＰＴＡ協議会ＯＢ会 
●淀川明るい社会づくり運動 ●大阪新梅田シティライオンズクラブ 
●福島区民間保育所連絡会 ●手作りグループ「つどい」 ●五大物産株式会社 
●安田由美子 ●山本雅子 ●髙橋敬子 ●匿名2名

あいあいセンターの
デイサービス

福島区在住で、介護保険において要支援・要介護認定を受けた方を対
象に「送迎」「入浴」「手作りのお食事」を提供しています。
スタッフや利用者の皆さんと一緒に簡単な体操やゲーム、頭の体操等
を行ったり、歌体操・認知症予防音楽ケア体操・日舞・バイオリン等のボ
ランティアさんなども来られています。また、傾聴ボランティアさんや
介護予防ポイントボランティアさんも増え、利用者の皆さんと楽しい
ひとときを過ごされています

福島区在宅デイサービスセンター ☎０６-６４５４-６３３５お問い合わせ

※見学・体験利用も随時受け付けております。お気軽にお問い合わせください。

♥みんなで干支の作品を作りました♥歌体操のみなさんと元気に体操 

総 額

　
認知症の相談以外にも認知症カフェや百歳体操などに
出向き、認知症についての啓発活動を行っております。
見かけたら気軽にお声かけください。

あいあいオレンジチーム  ☎06-6454-6334
月～土（祝日・年末年始は除く）9:00～17:30

このジャンパーが

目印です！！
お問い合わせ

福島区地域包括支援センター（あいあいセンター）☎06-6454-6330お問い合わせ

あいあいオレンジチーム

健康体操・認知症予防の
勉強会や栄養講座・
指編み手工芸などなど
盛りだくさんです。
参加をお待ちしております。

介護予防運動クラブのご案内
４つのマシンを使って、体幹を伸ばし、筋肉
の活性化、身体のバランス練習などを通し
て、転倒予防、椅子からの立ち上がり動作
や、階段の上り下りの安定化など、暮らしの
質（QOL）を高める身体づくりを目指します。

ご家族の介護をされている方や介護に興味のある方が介護について相談し合ったり、
楽しい講座や勉強会等で気分転換や情報交換する集まりです。
お気軽にご参加ください。 ◎初めて体験する人対象の

　ベーシッククラスとなります。
◎各曜日とも９：15～１０：３０までの　 
　７５分のプログラムです。
◎インストラクターが丁寧に指導します。
◎１コース全１０回で３つの曜日から選べ
　ます。抽選になりますので、第一希望、
　第二希望をお考えください。
対象者

1回目
2回目
3回目
4回目
5回目
6回目
7回目
8回目
9回目
10回目

5月13日
5月20日
5月27日
6月 3 日
6月１0日
6月１7日
6月24日
7月 1 日
7月 8 日
7月22日

5月 8 日
5月15日
5月22日
5月29日
6月 5 日
6月12日
6月19日
6月26日
7月 3 日
7月10日

5月１0日
5月17日
5月24日
6月 7日
6月１4日
6月21日
6月28日
7月 5日
7月12日
7月19日

月曜コース

福島区在住の概ね６０歳以上の方

　

定　員

参加費

　申込み

各コース８名（超過の場合は4月22日（月）
に抽選します。来館または電話にて受付）

　

善意銀行だより

１コース ３，０００円
（参加日初日にお支払いいただきます。）

　

水曜コース 金曜コース

平成３１年４月８日～１９日まで

福島区社会福祉協議会（あいあいセンター） 福島区海老江６-２-２２ 介護予防担当３Ｆ
☎０６-６４５４-６３３０（担当:山本・谷口） 

申込み・お問い合わせ

上福島コミュニティセンター
福島コミュニティセンター
玉川コミュニティセンター
野田コミュニティセンター
吉野コミュニティセンター
新家コミュニティセンター
大開福祉センター
鷺洲コミュニティセンター
海老江東コミュニティセンター
海老江西コミュニティセンター

福島区社会福祉協議会 （介護予防担当：栗野・山本）☎06-6454-6330
　

お問い合わせ

４月から吉野・大開・鷺洲の
開催日が変更になります。

第１木曜日
第１月曜日
第３月曜日
第４火曜日
第1金曜日
第２火曜日
第3金曜日
第2水曜日
第１火曜日
第３火曜日

13：30～14：30
13：30～14：30
13：30～14：30
13：30～14：30
13：30～14：30
13：00～14：00
13：30～14：30
13：30～14：30
13：30～14：30
13：30～14：30

大阪市介護予防事業「なにわ元気塾」
あいあい教室を開催中です。

みんなでリ
フレッシュ

しませんか
？

ご注意

相談無料
秘密厳守

５月
コース

※お電話でのお申込みの場合、4/19までに
   申込登録にお越しいただく必要があります

新メンバー
募集中！
無料

※参加費無料/６５歳以上対象

第77号（2） 福祉の情報
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あいあいだより



2019年度「健康づくり講座」受講者募集
日々の健康づくりのために受講してみませんか？

５月より講座開講します。

              ◎６０歳以上の市内在住の方がお申込みいただけます。
　 受講料　無料（但し保険料３００円必要※１回当たり３０円）
　申込み　4月9日(火）～27日(土)の間に、直接来館、電話でご応募ください。
　　　　　お一人で２講座まで応募可能です。
　　　　　※ただし受講は１講座のみです。応募多数の場合は5/8(水)10:00公開　
　　　　　　抽選、14:00発表。（生きがいと健康づくり推進事業）

健康体操
モビバン体操
座ってビクス

講座名 曜日 5月 6月 7月 9月 10月 11月
火
水
金

28
29
31

19
  6
  8

11・25
12・26
14・28

  9・23
  3・17
　12・26

10・24
  4・25
　13・27

8・29
  2・16
　11・25

開講時間１０：００～１１：３０（※各講座10回開催）

　１月３０日（水）福島区民センターで「福島区コミュニティサロン
フォーラム」を開催しました。
　桃山学院大学名誉教授の石田易司氏を講師にお招きし、子ど
もに関する居場所についてのお話をしていただきました。
　コミュニティカフェ「さたけん家」の水木さん、子ども食堂「夢う
ららほっとステーション」の浦上さんからはご自身の体験をふま
えた事例紹介をしていただき、パネルディスカッションでは熱い
トークに華を咲かせられていました。
　参加された方より「子どもの問題の背景に気付かされま
した。」や「子ども食堂を手伝いたい。」等の意見をいただきました。
　区内で多世代にわたる居場所が広がっていけるよう、お手伝い
していきますので、ご興味のある方はご気軽にお声かけください。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました！

福島区コミュニティ
サロンフォーラム

社会福祉施設の活動紹介
～施設と地域の交流　～6

　福島区社会福祉施設連絡会（事務局：福島区社会福祉協議会）
では地域貢献として地域の子育て活動や、学校や企業等における
福祉教育の活動を推進しています。今回は福祉施設連絡会参加
の阪神長楽苑、福島ともしび苑、きらめきセンターの職員さんに
八阪中学校１年生に福祉教育（２月）で「車椅子体験」「高齢者疑似
体験」を、ボランティアさんと一緒にご協力をいただきました。ま
た、海西ひばりこども園（１２月）、子ども・子育てプラザ（１月）、鷺洲
マーヤ保育園（２月）、保育所 和光園（３月）の保育士さんに海老江
東地区の子育てサロン「チャイルドサロン海老江東」で歌あそび、
手あそび、体操などを行ってもらいました。４月より幼稚園や保育
園へ行かれるお子さんもおられ、保護者の方から質問等もされて
いました。連絡会では今年度も「施設と地域の交流」を積極的に
行なっていきます。

八阪中 福祉教育 

みんなで体操（地域の子育てサロン）

福島区社協災害訓練
　平成３１年２月２４日（日）職員３９名　施設職員２名　
ボランティア１９名　福島区聴言障害者協会４名が参加し、
南海トラフ地震を想定とした災害訓練を実施しました。
区社協災害対策本部設置訓練では、関係機関から入る
情報の伝達・整理、利用者の安否確認、各状況に応じた
対応方法について話し合い判断する訓練等を実施。
　老人福祉センターと福島ともしび苑では、福祉避難所を
開設し要配慮者（聴覚障がいの方４名）の受け入れ訓練を
実施しました。災害ボランティアセンターは吉野町グラウ
ンドに設置し、ニーズの受付・ボランティア受付・活動のマッ
チング・ボランティア派遣・活動報告までを行いました。
　当日は理想科学工業株式会社  大阪支部の社員の方に
印刷機を搭載した車両でボランティアセンターの電源
供給や印刷の支援等をしていただきました。
　訓練にご協力、ご参加いただいたみなさまありがとう
ございました。訓練は今後も継続し、実施してまいります。

福島区社会福祉協議会（生活支援体制整備事業担当）
☎０６-６４５４-0531

お問い合わせ
きらめきセンター（福島区老人福祉センター）福島区海老江6-1-14
☎06-6453-2357　開館時間10：00～17：00　日祝 休館日
　

お問い合わせ

きらめきセンターからの
お知らせ

子育て支援に興味があり、提供会員になってみようかなと思われた方は、
お気軽にお問い合わせください。(提供会員講座の受講が必要です）

保育施設や学校、習い事の送迎や子どもの預かりなど子育て世代を応援してください。

いっしょに遊ぼう！

福島区子ども・子育てプラザ

ファミリー・サポート・センター福島
提供会員になって子育て支援をしてくださいませんか！

ファミリー・サポート・センター福島（福島区子ども・子育てプラザ内）☎06-6453-0210　お問い合わせ

福島区子ども・子育てプラザ 
福島区海老江6-1-14  ☎06-6453-0207

お問い合わせ

　０歳の赤ちゃんから高校生まで
　みんな一緒に楽しみましょう！

日時
場所
対象
定員

２０１９年５月５日（日・祝）９：３０～１４：００
福島区子ども・子育てプラザ４階　軽運動室
どなたでも
なし
※参加者多数の場合は、入場制限させていただく場合があります。

参加費 無料

第77号 あいあいだより　（3）福祉の情報

「福島区社協あいあいだより」は、4月・8月・12月の1日発行です。



≪2019年度ボランティアグループ助成金≫

　去る平成３０年１１月１６日（金）
五大物産株式会社様より食料品
を福島区社会福祉協議会へご寄
贈いただきました。いただきまし
た食料品は各地区･校下社会福祉
協議会の見守り活動や、生活あん
しん相談窓口等に配分させていた
だきました。
ありがとうございました。

大阪府共同募金会では、大阪府内で行う
民間社会福祉事業、更生保護事業、その
他の社会福祉を目的とする事業を行う
法人・団体に対する配分申請を受付ます。

２０１９年５月１日（水）～２０日（月）申請書受付期間

大阪府共同募金会
☎06-６７６２-８７１７　ＦＡＸ ０６-６７６２-８７１８
詳しくは４月１日から掲載の大阪府共同募金会ホームページ参照

お問い合わせ

《2019年度》あいあい音楽カフェスケジュール予定

場所 福島区社会福祉協議会 あいあいセンター２階
福島区海老江６-２-２２
☎０６-６４５４-0531

時間 １０：00～１２：00（演奏時間１０：45～１1：30）
※スケジュールは予定であり変更する場合があります。
　詳しくはお問い合わせください。　

お茶を飲みながら
おしゃべりと色んな
音楽や歌を
楽しんでください。

４月２7日（土）　
５月２5日（土）
６月２2日（土）
７月２7日（土）
８月
９月２8日（土）
１０月２6日（土）
１１月30日（土）
１２月21日（土）　
１月２5日（土）
２月２2日（土）
３月２8日（土）

バイオリンとギター演奏
ハーモニカ演奏
吹奏楽
オカリナ演奏
お　　　　休　　　　み
歌体操
フルート演奏
電子ピアノ演奏
フラダンス・ミュージックベル演奏
大正琴演奏
フルートと一緒に歌おう
コーラス

コーヒー・紅茶・ジュース（お菓子付）１００円

福島区において、1年以上福祉に関するボランティア活動を行うグループに助成します。

福島区社会福祉協議会☎06-6454-6330お問い合わせ

善意銀行

キッズサロン「ななとこ」が
オープンしました

（2019年度事業）

赤い羽根おおさか

コラージュカフェ
開催します

日時
場所
対象
申込

毎月第２木曜日　午後３時～８時（要保護者の迎え）
ななとこ庵（福島区野田２-９-６）
野田校下の小学生
登録制　初回利用時は保護者の方も一緒にお越しください。

４月２２日（月）１３：３０～１６：００（自由な時間にお入りください）
最終１５：３０まで
あいあいセンター２階
女性１５名（一時保育はありませんので、お子様連れはご遠慮ください）
写真や絵や文字などを、 新聞・雑誌などから切り抜き、
これを画用紙などの台紙に貼って１つの作品にする。
５００円（飲み物代・材料費）

日時

場所
定員
内容

費用

【開　催　日】　☎06-6450-8886（ななとこ庵内 代表 鈴木）　　
【開催日以外】　福島区社会福祉協議会　あいあいセンター☎06-6454-0531

申込み・お問い合わせ　

申込み・お問い合わせ　
主催

五大物産株式会社様よりご寄付いただきました

赤い羽根共同募金配分申請受付

～みんなで宿題や遊びをして楽しく過ごしましょう～

福島区助成金のご案内　

助成金額 各グループ4万円以内
（助成総額50万円予定）
５月７日～３１日
７月中を予定
事業総額の１０％が必要

申請期間
交　　付
自己負担金

区社協にある申請用紙に必要事項を記入の上、
提出してください。（郵送不可）
６月に開催するボランティア・市民活動センター
運営委員会で審査し、交付・不交付・金額を決定
します。

申込方法

審　　査

福島区ボランティア・市民活動センター☎０６-６４５４-４５５３

福島区ボランティア・市民活動センター☎０６-６４５４-４５５３

申込み・お問い合わせ

区民の皆さまからの善意銀行預託金を区内の地域福祉の増進を図る活動や事業に活用
するために募集します

皆さまから寄せられた寄付金をお預かりし、必要に応じて
地域福祉活動事業に助成金として払出をしています。
皆さんからの善意の寄付をお待ちしています。詳しくは
福島区社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

善意銀行助成金申請の受付

払 出 日
申請方法

審　 査
審査決定後、６月下旬予定
所定の申請用紙に必要事項を記入し、添付書類を添えて事務局へ提出して
ください（郵送不可）※申請用紙は事務局で配付 (H.Pでダウンロード可)

善意銀行運営委員会で審査あり（一部減額・不交付有）

対象団体

対象事業

助成金額

受付期間

区内で福祉活動を行っている団体・ボランティアグループ等

2019年4月1日～2020年3月31日までに区内で実施される福祉に関する事業や活動

１団体　４万円以内（10％の自主財源必要）

2019年4月1日～4月27日

福祉ボランティア活動応援資金　※3連続助成後、1年休止

対象団体

対象事業

助成金額

受付期間

区内の福祉活動団体を目的とした社会福祉施設・団体・ＮＰＯ・ボランティアグループ等

2019年4月1日～2020年3月31日までに区内で実施される福祉に関する事業や活動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1事業への助成

1団体・1事業につき上限20万円（10％の自主財源必要）

2019年4月1日～4月27日

善意銀行助成金

上記とも

ボランティアグループ　クッション

第77号（4） 福祉の情報

「福島区社協あいあいだより」は、朗読グループ「えん」の協力により音訳テープを作製しています。

あいあいだより

福島区ボランティア・市民活動センターだより お問い合わせは

☎06-6454-4553
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