
北区社協だより

●開館時間 午前9時～午後７時（ただし土曜日は午後5時30分まで）
●休 館 日
●ホームページアドレス

日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

●太融寺町バス停から北へ徒歩３分

■
●中崎町駅（３号出入口）から
　南へ徒歩５分
●扇町駅（２-Ａ出入口）から
　西へ徒歩８分
●東梅田駅（１号出入口）から
　Ｈ５８の階段を上がり東へ徒歩９分

■
●天満駅から西へ徒歩１０分

■
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h t t p : / / o s a k a - k i t a k u s y a k y o u . c o mホームページ、リニューアルしました！
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社会福祉法人
大阪市北区社会福祉協議会
〒５３０‐００２６ 大阪市北区神山町１５‐１１
北区在宅サービスセンターいきいきネット
☎０６‒６３１３‒５５６６　　０６‒６３１３‒２９２１

48号第

平成２６年７月３１日発行

幅広い分野か
ら

ご参加が
ありました

☎０６‒６３１３‒５５６６　
　０６‒６３１３‒２９２１

◉北区社協だよりは、音訳ボランティアグループ「北朗バラの会」による音訳版を作成しています。ご希望の方はお申し出ください。

N

大阪市北区社会福祉協議会社会福祉法人

地域包括支援センターは、
高齢者のみなさんが住み慣れた地域で
安心して生活が続けられるよう
お手伝いをしています。
介護や福祉、生活上のお困りごとの相談を
お受けしています。

平成２７年４月１日から施行される「生活困窮者自立支援法」の実施を前に、
北区での生活困窮・社会的孤立に関する様々な生活課題を共有し、
『何ができるのか』を考えるきっかけになるよう開催しました。
また、このシンポジウムを通して多種多様な方々との連携を強化し、
北区での地域の支えあいのネットワークをどう創っていくのか、
検討を進めていきたいと思っています。

仕事的な活動から趣味的な活動までアクティブに過ごしながら、
ご本人同士の交流を重視し、やりたいことを見つけ出し実行することで、
『自分で選ぶ』という機会を多く持つようにしています。
ご家族が学べる講座や交流も行っています。

●福祉サービスを利用したいけど
　手続きが難しそう

●自分でお金の管理をしたり
　銀行などへ行って
　出金するのが難しい

●通帳や印鑑などをしまい忘れて
　いつも捜しものをしている

『あんしんさぽーと』では、認知症、
知的障がい、精神障がいなどにより
判断能力が不十分な方が
安心して生活できるよう、
福祉サービスの利用援助や金銭管理、
通帳等の預かりなどを支援します。

◉１日のスケジュールのポイント

問合せ…☎6313-5566（担当：伊藤）

一日の予定を本人同士の話し合いで決めていく

平成２６年４月より大淀圏域（〒５３１の地域）の
包括支援センターが変更になっています。

北区地域包括支援センター

日時：平成２６年９月２５日（木） 午後１時３０分～４時（開場午後１時）
場所：北区民センター ２階ホール（扇町2-1-27）

式 典

神山町１５‒１１  ☎6313‒5566

芝田2‒10‒39　☎6372‒0804
●総合相談窓口 喜久寿苑〈梅田東地域〉

北区大淀地域包括支援センター
長柄中1‒1‒21  ☎6354‒1165

本庄西2‒6‒15　☎6371‒6233
●総合相談窓口 藤ミレニアム〈豊崎地域〉

大淀南2‒5‒20　☎6450‒1088
●総合相談窓口 淳風おおさか〈大淀地域〉

予 告

北老人福祉センター・
北区地域包括支援センター共催

9月10日（水）午後1時30分～３時30分

●あそびチック体操 ●ゆっくりラジオ体操
●介護予防 ●二次予防の生活機能チェック
講師：介護予防運動指導員

レクリエーションインストラクター 太田 巳加 氏

対象…市内在住の60歳以上の方　定員…３0名（先着順)
申込み…8月20日（水）から電話か来館で

定員…２０名（３日間受講可能な方でデジカメをお持ちの方）
申込み…

あそびチックと
活脳レクリエーション
～脳活性化！ ゲーム感覚のあそびチック＆
　　 介護予防・二次予防の生活機能チェック～

デジタルカメラ
講習会 受講生募集
～デジタルカメラで
　上手に写しませんか？～

１０月４日（土）

北区民センターにて
午前１０時３０分～午後３時

北区老人福祉センター 
～講座のご案内～

北区地域包括支援センター です

初期の認知症・若年性認知症の方のためのデイサービスセンター

高齢者の総合相談窓口

★見学や利用についてのご相談、随時受付中！

“かみやま倶楽部”のご案内

あんしんさぽーと事業

〒５３０‐００２６  大阪市北区神山町１５‐１１  
北区在宅サービスセンター いきいきネット

ほく
ちゃん

きた
ちゃん

非課税世帯

課 税 世 帯

４００円 ➡ ６００円
８００円 ➡ ９００円

◎預かりサービス料は変更されません。
年間３,０００円（月２５０円）

日時
北老人福祉センター 4階 講習室場所

８月２６日（火）・２８日（木）・３０日（土）午後２時～４時

デジタルカメラの基本操作や
上手な撮影方法を学びます。

日時
大淀老人福祉センター  大広間場所

　８月８日（金）までに大淀老人福祉センター設
置の申込用紙に必要事項を記入のうえ窓口に
お申込みください。応募多数の場合は８月１４
日（木）に抽選（受講の有無については、８月１５
日（金）以降に連絡させていただきます）。

第１部　講   演

「生活困窮者自立支援法が意味するもの」
～地域に新しい「支え合い」のかたちを創造する～
講師：大阪市立大学大学院生活科学研究科  岩間 伸之教授　

第３部では、それぞれの立場で、地域、ＮPO、社会福祉法人、
行政等との連携が必要不可欠であることを伝えられる。

最後に、北区社会福祉協議会 中村事務局長より、区社協も地域や行政、施設・団体等と連携
して取り組みを進め、引き続き勉強会も開催していくことを伝えました。

第1部では、講師の岩間先生より、生活困窮者自立支援
制度は「生活困窮者」だけでなく、長期の引きこもり等
の社会的孤立にある方も対象となることを強調。
また、何かあってからの対応ではなく、早期に発見でき
る予防的機能とアウトリーチ★の重要性についても伝え
られる。

第２部　課 題 共 有
「地域の生活課題を直視する」

第３部　パネルディスカッション 「今、私たちにできることを考える」
コーディネーター：岩間 伸之教授（大阪市立大学大学院生活科学研究科）
パネリスト：
（写真左から）

奥村 健さん（みおつくし福祉会 理事）
梅津 由美さん（北区保健福祉センター健康課 担当係長）
中村 淳子（北区社会福祉協議会 事務局長）

第２部では、北区での福祉現場の最前線で活躍されて
いる５名の方に、生活困窮・社会的孤立に関する課題
や傾向をお話いただきました。

みんなの北ボラ

北ボラまつり

キャラクターの名前が
決まりました！ よろしくね

ボランティア・市民活動センター

~和に輪になろう~

開
催

★ボランティアグループによる舞台発表
★ボランティアの活動紹介
★ワニのストラップ作り…など、もりだくさん！

金銭管理
サービス

預かり
サービス

福祉サービス
利用援助

訪問サービス料が改定されます。

こんな事で困まっていませんか？

朝のミーティング

こ ん に ち は

郵便番号 の地域5 ３ 0

郵便番号 の地域5 ３１

略称：
北ボラ

こんなときは、
お気軽に
ご相談ください。

北区社会福祉大会２０１４ 開催

参加費
無料

参加費
無料★軽い運動のできる服装でお越しください。

★介護保険証をお持ちの方はご持参ください。

北区には２ケ所の
地域包括支援センターがあります。

自分たちで作る、お弁当を買いにいく、お店に食べにいく など

その日の本人にあったプログラムを一緒に決めていく

その日の活動をふり返り、感想を述べ合い、記憶にとどめることを助ける

昼食を選ぶ

プログラムを決める

振り返り

内容

内容

母子の事例を通じて、
社会的孤立をキャッチするには、
ライフライン事業者との連携や
地域での見守りが求められている。

子育て 平岡 靖久さん
（北区役所 福祉課長）

子育て の現場から

★アウトリーチ…業務の枠にとらわれない幅広い支援

高齢の親と息子が
同居しているケースでは、
当事者からの相談が少なく、
アウトリーチを進めていく
必要がある。

高齢者の現場から
廣瀬 有香さん

（北区地域包括支援センター 管理者）

高齢者

質屋業を商っている
私から見て、生活困窮は、
決して特別なことではなく、
誰もが陥る可能性がある
と感じる。

地域
川崎 善文さん

（豊崎東地区民生委員・
児童委員協議会 副委員長）

地 域 の現場から
宇野 たくみさん

（行岡病院地域医療連絡室 
ソーシャルワーカー）

の現場から医 療

地域に新しい「支え合い」の
かたちを創造する
講演会『「生活困窮者」をいかに地域で支えるか』を開催しました

老人福祉センター
同心1-5-27
☎6352-7025

北

老人福祉センター
本庄東1-２４-１１
☎６３７４-０８７３

大淀
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入場無料

北ボラ１周年記
念

北区社会福祉
協議会

ハートフル
かのう

１０月から

日時
場所

まずは養成講座を受講して

サポートの基本を体得！ サポート会員養成講座
８月２７日（水）午前１０時～午後３時
北区在宅サービスセンター４階（４面地図参照）

定員…２０名　受講料…１,０００円

まちともサービス担当 
☎６３１３‒５５６６

★動きやすい服装でお越しください。
★年齢・資格・経験は問いません。

　利用会員のMさんは
脳疾患の後遺症のため、
外出には車イスが必要です。
介護保険では依頼できない散髪や区役所への手続
きなど、サポート会員と出かけています。用事を済ま
せた後は、買い物など寄り道することもしばしば。

●病院や買い物に行きたいので付き添ってほしい
●掃除や洗濯などの家事を手伝ってほしい
●部屋の模様替え、庭の草取りを手伝ってほしい
　…などなど、ちょっとしたお困りごともお気軽にご相談ください。

（  　　　　） ＆利用会員 サポート会員 を募集しています！高齢者・障がい者・
子育て中の方など

　　　　　●介護保険を利用したいけど、
　　　　　　どうすればいいの？
○近所に気になるお年寄りがいる、心配！
○物忘れが進んでお金の管理が
　できなくなってきた…
○成年後見制度について知りたい
○介護予防のための教室に
　参加したい …など

例えば…

具体的な事例が出ることで、
困窮のいろんな側面が見えたのが良かった。

生活困窮は他人ごとではない。
どの目線で問題を抱えるか参考になった。

早期にニーズの発見ができるような
身近な相談窓口があり、行政や機関が
支援して成り立つような形になれば
よいです。

参加者
の声

ま ち の み ん な で 支 え あ う

ヘルパーには
頼めないから助かる。
Ｏさんはとても親切で
来てくれるのが楽しみ。
これからもよろしく！

Ｍさん

「ありがとう」
の言葉がうれしい。
役に立てていることを
実感しています！

サポート会員の
Ｏさん

地域
（社協・地活協
・民生委員）
３８

ＮＰＯ・
ハローワーク・
不動産関係など

１７
社会福祉
施設連絡会・
福祉作業所
２５

介護保険
事業所
１１

学校関係
３

社協関係
３８

弁護士・
司法書士
３

行政
１０

医療関係
２

一般
１９

平成２６年６月５日（木） 
住まいの情報センターにて

会場は終始熱気に包まれ関心の高さが伺えました

（計１６６名）

いずれも
申込みはお電話で

ある日の活動の一コマ

「まちともサービス」

１時間８００円利用料
（年会費 １,０００円）

１時間５００円謝礼金
（年会費 １,０００円）

今までできていた生活が
病気をきっかけに続けられ
なくなることも多い。地域に
支えられ、生活を維持できて

いる場合もある。

北区は大阪市の玄関口であり、
大きな公園もあることから
ホームレスの相談が多く、
若年層の相談も増えている。

（北区役所 生活支援課長）

生活保護
武市 佳代さん

の現場から

初年度無料

リニューアル！

第一部 講演会 初期の認知症・若年性認知症支援を考える『認知症になっても安心して暮らせる地域づくり』第二部 テーマ
乞う

ご期待！！
乞う

ご期待！！
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広告 広告の掲載にご協力いただき、ありがとうございました。

北 天満地域

■明日からの地域実践計画の事例
●元北天満小学校跡地の有効活用　●歴史探訪
●団塊世代の人の特技についての全戸配布アンケート
●日常生活におけるマナー　など

■明日からの地域実践計画の事例
●安心して暮らせるまち ～防火から、小学校とともに～
●豊崎から情報を発信しよう！！　●ＮＯ！ 孤立
●いつでもつどえる会館づくり　など

豊 崎 地 域

『グリーンネットプラン』 『とよさきええとこプラン
　　　　ぬくもりのあるまちへ』

計画書の愛称は計画書の愛称は

平成２５年度に賛助会員にご加入いただいた方々「もう一度、地域のいいところ、課題を、見つめ直してみよう！」
「その中で、今、求められている地域活動のあり方や、
　　　  支え合える地域ビジョンが見えてくるのではないか！」

今後、“こんな地域にしたい”という熱い思いを『カタチ』にし、
小地域福祉活動計画策定委員会を設置して進めていきます。

～ 　　 　   高齢者食事サービスの再開 ～

みなさまの善意を預託（寄附）としてお預かりし、
区内の当事者団体、社会福祉施設、地域福祉
活動団体などに有効に活用（払出）しています。

●河野幸子●西方千晶●濱野傳造●いがき鍼灸整骨
院●明るい社会づくりみんなのネットワーク●社団法人 
大阪青年会議所●中津保育園●匿名（１件）

●大阪氷卸協同組合（氷券２３枚）
●アキレス株式会社 関西支社（シューズ５０足）
●株式会社マルハン（車イス１台）
●エコラボ合同会社（クリスマスケーキ２０個）
●中西金属株式会社（ひょっこり杖12本）

　ふれあい型高齢者食事サービス事業は、高齢者の方々が住み慣れた
地域でつながりをもち、交流を深めていただくことを目的に、地域のボラ
ンティアにより実施されています。
　なお、事業には大阪市より１食あたり１７０円の活動費と地域の開催回
数に合わせて運営費が補助されました。

福祉の情報発信をしております広報紙『北区
社協だより』に掲載する広告を募集しております。
ご理解とご賛助を心よりお願い申しあげます。

　平成２６年６月１２日（木）豊仁地域憩の家に於いて、１年間お休みしていた
食事サービスが、「御食事処・いこい亭」と名称を新たに再開しました。
　初めに豊仁地域社会福祉協議会・地域活動協議会の岩岸会長から「こうし
て月に一回集い、お互いに顔を合わせて楽しく食事することは地域にとって
も大事なこと。一人でも多くの方に参加してほしい」と挨拶されました。

総勢８５名が参加。終始賑
やかな雰囲気の中でお食事
され、皆さん「美味しい！！」
と好評でした。

★小地域福祉活動計画とは…
　住民や地域団体・関係機関等に広く呼びかけて、
福祉の視点を中心に、“こんなまちにしていこう”
という思いを計画としてまとめたもの

●浅香保ルイス龍太●株式会社ウィルエージェンシー
●曽根崎遊技業組合●社団法人 健正会●アクトⅢ管理組合

　北区社会福祉協議会では、共同募金配分金や各種補助金のほか、寄付金・会
費により事業を実施しています。平成２５年度は皆様方のご理解ご協力により、
９６７，０００円の会費をいただきました。
　ご協力いただきました賛助会費は、地域での高齢者見守り活動やサロン活動、
子育て支援などの福祉事業、北区社会福祉大会、区社協だよりの発行、高齢者
福祉月間事業などに使わせていただきました。ありがとうございました。 

【滝川地域】 栗原敏純／武田慶一／藤木三幸／山口昌子
【堀川地域】 野村 剛／高麗誠紀／浅野一二三／浅野良子／亀野延代／幸田眞須美／
佐野高之／髙橋宰子／萩原豊子
【西天満地域】 黒田益弘／三輪和邦／一瀬禎三／野村祐三
【菅南地域】 八十島義郎／上野誠三郎／後藤孝一
【梅田東地域】 小林克也
【北天満地域】 山口和憲／栗田孝士／黒田登志子／田村泰子／樋口忠彦／前田明子／
安井 武／柳 保／山足佳子／山田晃照／横山照代／吉村定行／中村清久／奥 一朗
【済美地域】 久谷宣晴／𠮷川郁夫／栗澤イツ子／笹川和明／浅野嘉啓／井上照美／
河合邦博／木村弥生／京極明子／日下 忠／島田吉雄／中上隆雄／保坂多恵子／
南 順之助／山口 弘／米澤義雄
【菅北地域】 井上治之／荒起秀多／井上清子／奥村憲嘉／城谷 喬／和田房子／
山川俊二／濱野傳造
【曽根崎地域】 吉沢克規／山田貞夫／髙橋易子／名倉康雄／羽田清彦
【北野地域】 福西和也／浦田榮一／目取眞登奈美／北川裕一／難波啓祐／西尾 明／
新田定正／古林光一／高岡英夫／門谷光瑞／和田法光／鈴木善久／加納昌宏／
大橋 勝／小坂井義文／太田正敬／川元 誼／藤野雅文／佐藤哲夫／植松光徳／
池田隆一／山野 茂／洪里忠信／前田 晟
【堂島地域】 入江健一／山田金三／山本弘澄／エクウス
【中之島地域】 安達吉弘／粕谷 澄／大矢有作／藤田淑子／依田 均
【豊仁地域】 岩岸敏生／井川幸太郎／市川 政代／宇都宮忠勝／堤 千鶴子／中本嘉一
【豊崎東地域】 奥村昌弘／長谷川眞哲／加納繁照／末吉智子／浅海富美子／疇地康博／
池田真澄／伊藤和男／太田定子／沖野頼信／奥村満子／喜多敏子／木野安雄／木下隆裕／
櫻井春子／四方キシノ／下河内将行／宿谷倫子／富山暁子／中磯正雄／中野悦子／
西尾節子／長谷川正信／廣畑尚美／藤岡勝栄／松井清子／湊 和子／山口加寿子／
傍田久美子／竹内悦子／中邨トクヨ／松浦潤也／高梨琴未／楠本泰清／溝渕佐良子／
野林照子／冨永美代子／天野広子／谷口澤子／井上春子／川端弘巳／小川悦子
【本庄地域】 石井秀明／糟谷千恵子／白﨑松雄／西村則江／萩原 博／宮里展弘／酒井福雄／
藤井 一／乾 正人／尾辻 淳／園山照子／小吹育央／木田淳子／草分孝子／田口義武
【豊崎地域】 小玉 始／田中政吉／藤井 慧／多田孝圓／元山隆良／竹中 節／宮坂洋介／
橋本明彦／角替くみ子／石井 澄／植田純生／宇野貴美子／大原秀夫／柏 勝司／
柏 須美子／加藤和子／柄谷芙美子／木成喜一郎／木村治子／日下和信／小林忠和／
小林伸子／酒井和枝／茂り松静子／清水加世子／杉島順子／瀬戸勝晴／竹原輝子／
竹原 衛／谷 光一郎／冨島俊治／友田幸子／友田 昇／中西 徹／永野和恵／永野豊子／
灘 いつみ／西垣敏子／林 章惠／福本俊祐／藤野立徳／古谷弘明／堀池カズ子／
松田千栄子／宮坂保美／宮坂龍介／村尾俊二／村上喜美子／森 長年／森本政一／
八木徳子／山尾 弘／山口久江／山本多津子／吉川雅洋／藤井富子／芳本英雄／和島康宏
【中津地域】 藤岡昭雄／佐伯篤子
【大淀東地域】 岸本恒夫／竹村あつ子／愿山 舜／平郡百合子／泉谷興子／稲葉豊太朗／
猪木五十枝／大矢みゆき／小川喜美子／奥田 章／奥田一三／奥田静枝／川村恵子／
川村 功／木下真弓／木村三恵／黒田健一／越谷彰元／越谷典子／芝崎好子／中谷富栄／
中出タカ／中塔美紀子／中村賀代子／名畑富子／松本保雄／松本好治／圓山栄一／
村上幸子／村川かつ枝／山下一代／山脇隆宏／米田陽子／渡邊那奈子／渡邊凡士／
藤本清二／大月和加子／木村壽美／古屋一夫／九鬼みや子／野村百合子／中島光生
【大淀西地域】 高谷 正／赤木絹代／淺尾恵美子／足立多喜男／井上治美／茨木美栄子／
梅田俊雄／岡 一雄／奥野博一／尾座一夫／加藤加代子／加藤時雄／鳥山栄子／古賀公子／
小山田富久志／小山田静子／鈴木勇次／園田雄一／中尾憲司／福井功／福井芙佐子／
宮本由美子／森田靖夫／山﨑英與／山﨑弘子／横山八千代／匿名（１名）
【その他】 林 日出子

アイケー興産株式会社／延原倉庫株式会社／大阪府済生会 中津病院／理水化学株式会社／
株式会社瓢亭／学校法人 福田学園／三彩化工株式会社／日電技術サービス株式会社／株式
会社ウイズシステム／日本電気機器株式会社／双葉電気株式会社／特定医療法人 協和会 加
納総合病院／医療法人 行岡医学研究会 行岡病院／社会福祉法人 なみはや福祉会 中津保育
園／大淀公設市場事業協同組合 ビバ大淀／株式会社盛岡ビル 

■法人・団体会員 

■個人会員 

賛助会員を募集しています
～みんなが安心して暮らせる、ひとにやさしいまちづくり～

発行部数／６３,０００部
周知方法／新聞折り込み、
　　　　　公共機関等の設置 等

社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会
お問い合わせは

☎０６‒６３１３‒５５６６　　０６‒６３１３‒５５６６
（担当：山本・寺本）

●収入

○利用料……
○市補助金…
○その他収入
○前年度
　繰越金……
合計…………

延べ参加者数
滝川
堀川
西天満
北天満
済美
菅北
北野
豊崎東
本庄
豊崎
中津
大淀東
合計

3,768,640
3,461,280
375,420

290,264
7,895,604

673
483
950
296
1266
757
369
2,535
2,366
1,716
569
593

12,573

(単位:円) (人)

(単位:円)

(単位:円)

●支出
○弁当代・
　食材費……
○運営費……
○市へ返金…
合計…………

6,309,787
1,095,720
490,097
7,895,604

●収入
①会費収入………………
②寄附金収入……………
③分担金収入…………
④経常経費補助金収入
⑤助成金収入……………
⑥受託金収入…………
⑦事業収入………………
⑧共同募金配分金収入…

1,217,000
1,359,126
32,358,252
53,171,332
1,890,000

149,788,391
2,167,253
7,272,718

⑨介護保険収入………
⑩雑収入……………………
⑪受取利息配当金収入…
⑫経理区分間繰入金収入
⑬愛の募金収入…………
⑭積立預金取崩収入…
⑮前期末支払資金残高
合計……………………

43,925,115
361,893
1,192,303
2,994,976
2,309,864
30,000,000
66,220,726
396,228,949

⑧経理区分間繰入金支出
⑨愛の募金事業費……
⑩固定資産取得支出及び繰入支出
　……………………………
⑪積立預金積立支出…
合計……………………

2,994,976
1,653,330

554,175
25,000,332
315,287,854

●支出
①人件費支出…………
②事務費支出…………
③事業費支出…………
④共同募金配分金事業費
⑤分担金支出…………
⑥助成金支出……………
⑦負担金支出………………

179,051,258
18,106,322
46,039,661
7,256,763
30,695,470
3,902,367
33,200

「御食事処・いこい亭」オープン！

金銭
預託

物品
預託

法人への
寄附

「御食事処・いこい亭」は
 毎月第2木曜日、
 豊仁地域憩の家で
 開催しています。

掲載広告募集中

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日の間に預託並びに
ご寄附をいただいた方 （々敬称略・順不同）

平成２５年度 決 算 報 告

北区高齢者食事サービス事業精算報告平成２５年度

敬称略
順不同

あ
た
た
か
い
ご
支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

直接窓口へお越しいただくか、郵便局の下記口座へ
お振込みをお願いいたします。
※振込み用紙に住所･お名前･電話番号をご記入ください

【加入者名】

【口座番号】

社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会

００９８０-２-１２７５００

※年間を通じて受付をしています。

年会費
個人会費・・・・・・・・
法人・団体会費・・・

１，０００円
１０，０００円

１口
１口

善 意 銀 行 ～ありがとうございます～

みなさまの善意を
お待ちしています。

現金・物品を寄附したい！イベント等に招待したい！

お問合せは
☎６３１３‒５５６６

誰もがすごしやすいまち

多世代が交流するまち

地域が交流するまち

高齢者のすごしやすいまち

安心して暮らせるまち

マナーの守れるまち

子どもが育つまち

座談会から見えてきた

※収入金額 396,228,949円ー支出金額 315,287,854円＝差額 80,941,095円は
　平成２６年度へ繰り越し。

…そういう思いを持って、
　北天満地域と豊崎地域で、
　小地域福祉活動計画づくりが
　始まりました。

昨年１１月から今年の２月にかけて、
両地域で各４回の地域座談会を開催し、
地域の福祉課題について
話し合いました。

人との
つながりの大切さを
痛感しました

豊仁地域

北天満

“笑顔で挨拶”
これならすぐに
始められる

この地域に住んで
まだ日が浅いですが、

座談会に参加し、地域の方々の
思いや考え方を
身近に感じることが
できました

日頃から
地域福祉の活動を

されている方のお話を聞き、
明るいまちづくりに
活かしていきたいと
思いました

個人の意見を
尊重しながら、活発な議論が

できる場を持てて
とてもうれしかった

６月１７日（火）豊崎会館に於いて、

「小地域福祉活動計画」として完成させるた
めの

策定委員会の設置に向けて会議を行いました
。

●策定委員会のメンバーも決まり、年内の策定を目
指し、

　着々と動きはじめています。

中間報告
から計画へ

豊崎地域

両地域で小地域福祉活動計画（中間報告書）を
策定しました

両地域で小地域福祉活動計画（中間報告書）を
策定しました

豊崎元北天満小学校を会
場に

延べ１０１人が参加
目指すべき“わがまち”のイメージを共有し、
『明日からの地域実践計画』を作りました。

毎回笑顔が絶えない、
温かくほのぼのとした雰囲気の中、
議論は熱心に展開。

 私たち
の目指す“まち”

豊崎会館を会場
に

延べ１２２人が参
加

困っている人を
見逃さない地域を
目指して
小地域福祉活動計画

の策定
小地域福祉活動計画

の策定
中間報告

参加者の
感想

平日 ９：００～１８：００ 受付中
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広告 広告の掲載にご協力いただき、ありがとうございました。

北天満地域

■明日からの地域実践計画の事例
●元北天満小学校跡地の有効活用　●歴史探訪
●団塊世代の人の特技についての全戸配布アンケート
●日常生活におけるマナー　など

■明日からの地域実践計画の事例
●安心して暮らせるまち ～防火から、小学校とともに～
●豊崎から情報を発信しよう！！　●ＮＯ！ 孤立
●いつでもつどえる会館づくり　など

豊 崎 地 域

『グリーンネットプラン』 『とよさきええとこプラン
　　　　ぬくもりのあるまちへ』

計画書の愛称は計画書の愛称は

平成２５年度に賛助会員にご加入いただいた方々「もう一度、地域のいいところ、課題を、見つめ直してみよう！」
「その中で、今、求められている地域活動のあり方や、
　　　  支え合える地域ビジョンが見えてくるのではないか！」

今後、“こんな地域にしたい”という熱い思いを『カタチ』にし、
小地域福祉活動計画策定委員会を設置して進めていきます。

～ 　　 　   高齢者食事サービスの再開 ～

みなさまの善意を預託（寄附）としてお預かりし、
区内の当事者団体、社会福祉施設、地域福祉
活動団体などに有効に活用（払出）しています。

●河野幸子●西方千晶●濱野傳造●いがき鍼灸整骨
院●明るい社会づくりみんなのネットワーク●社団法人 
大阪青年会議所●中津保育園●匿名（１件）

●大阪氷卸協同組合（氷券２３枚）
●アキレス株式会社 関西支社（シューズ５０足）
●株式会社マルハン（車イス１台）
●エコラボ合同会社（クリスマスケーキ２０個）
●中西金属株式会社（ひょっこり杖12本）

　ふれあい型高齢者食事サービス事業は、高齢者の方々が住み慣れた
地域でつながりをもち、交流を深めていただくことを目的に、地域のボラ
ンティアにより実施されています。
　なお、事業には大阪市より１食あたり１７０円の活動費と地域の開催回
数に合わせて運営費が補助されました。

福祉の情報発信をしております広報紙『北区
社協だより』に掲載する広告を募集しております。
ご理解とご賛助を心よりお願い申しあげます。

　平成２６年６月１２日（木）豊仁地域憩の家に於いて、１年間お休みしていた
食事サービスが、「御食事処・いこい亭」と名称を新たに再開しました。
　初めに豊仁地域社会福祉協議会・地域活動協議会の岩岸会長から「こうし
て月に一回集い、お互いに顔を合わせて楽しく食事することは地域にとって
も大事なこと。一人でも多くの方に参加してほしい」と挨拶されました。

総勢８５名が参加。終始賑
やかな雰囲気の中でお食事
され、皆さん「美味しい！！」
と好評でした。

★小地域福祉活動計画とは…
　住民や地域団体・関係機関等に広く呼びかけて、
福祉の視点を中心に、“こんなまちにしていこう”
という思いを計画としてまとめたもの

●浅香保ルイス龍太●株式会社ウィルエージェンシー
●曽根崎遊技業組合●社団法人 健正会●アクトⅢ管理組合

　北区社会福祉協議会では、共同募金配分金や各種補助金のほか、寄付金・会
費により事業を実施しています。平成２５年度は皆様方のご理解ご協力により、
９６７，０００円の会費をいただきました。
　ご協力いただきました賛助会費は、地域での高齢者見守り活動やサロン活動、
子育て支援などの福祉事業、北区社会福祉大会、区社協だよりの発行、高齢者
福祉月間事業などに使わせていただきました。ありがとうございました。 

【滝川地域】 栗原敏純／武田慶一／藤木三幸／山口昌子
【堀川地域】 野村 剛／高麗誠紀／浅野一二三／浅野良子／亀野延代／幸田眞須美／
佐野高之／髙橋宰子／萩原豊子
【西天満地域】 黒田益弘／三輪和邦／一瀬禎三／野村祐三
【菅南地域】 八十島義郎／上野誠三郎／後藤孝一
【梅田東地域】 小林克也
【北天満地域】 山口和憲／栗田孝士／黒田登志子／田村泰子／樋口忠彦／前田明子／
安井 武／柳 保／山足佳子／山田晃照／横山照代／吉村定行／中村清久／奥 一朗
【済美地域】 久谷宣晴／𠮷川郁夫／栗澤イツ子／笹川和明／浅野嘉啓／井上照美／
河合邦博／木村弥生／京極明子／日下 忠／島田吉雄／中上隆雄／保坂多恵子／
南 順之助／山口 弘／米澤義雄
【菅北地域】 井上治之／荒起秀多／井上清子／奥村憲嘉／城谷 喬／和田房子／
山川俊二／濱野傳造
【曽根崎地域】 吉沢克規／山田貞夫／髙橋易子／名倉康雄／羽田清彦
【北野地域】 福西和也／浦田榮一／目取眞登奈美／北川裕一／難波啓祐／西尾 明／
新田定正／古林光一／高岡英夫／門谷光瑞／和田法光／鈴木善久／加納昌宏／
大橋 勝／小坂井義文／太田正敬／川元 誼／藤野雅文／佐藤哲夫／植松光徳／
池田隆一／山野 茂／洪里忠信／前田 晟
【堂島地域】 入江健一／山田金三／山本弘澄／エクウス
【中之島地域】 安達吉弘／粕谷 澄／大矢有作／藤田淑子／依田 均
【豊仁地域】 岩岸敏生／井川幸太郎／市川 政代／宇都宮忠勝／堤 千鶴子／中本嘉一
【豊崎東地域】 奥村昌弘／長谷川眞哲／加納繁照／末吉智子／浅海富美子／疇地康博／
池田真澄／伊藤和男／太田定子／沖野頼信／奥村満子／喜多敏子／木野安雄／木下隆裕／
櫻井春子／四方キシノ／下河内将行／宿谷倫子／富山暁子／中磯正雄／中野悦子／
西尾節子／長谷川正信／廣畑尚美／藤岡勝栄／松井清子／湊 和子／山口加寿子／
傍田久美子／竹内悦子／中邨トクヨ／松浦潤也／高梨琴未／楠本泰清／溝渕佐良子／
野林照子／冨永美代子／天野広子／谷口澤子／井上春子／川端弘巳／小川悦子
【本庄地域】 石井秀明／糟谷千恵子／白﨑松雄／西村則江／萩原 博／宮里展弘／酒井福雄／
藤井 一／乾 正人／尾辻 淳／園山照子／小吹育央／木田淳子／草分孝子／田口義武
【豊崎地域】 小玉 始／田中政吉／藤井 慧／多田孝圓／元山隆良／竹中 節／宮坂洋介／
橋本明彦／角替くみ子／石井 澄／植田純生／宇野貴美子／大原秀夫／柏 勝司／
柏 須美子／加藤和子／柄谷芙美子／木成喜一郎／木村治子／日下和信／小林忠和／
小林伸子／酒井和枝／茂り松静子／清水加世子／杉島順子／瀬戸勝晴／竹原輝子／
竹原 衛／谷 光一郎／冨島俊治／友田幸子／友田 昇／中西 徹／永野和恵／永野豊子／
灘 いつみ／西垣敏子／林 章惠／福本俊祐／藤野立徳／古谷弘明／堀池カズ子／
松田千栄子／宮坂保美／宮坂龍介／村尾俊二／村上喜美子／森 長年／森本政一／
八木徳子／山尾 弘／山口久江／山本多津子／吉川雅洋／藤井富子／芳本英雄／和島康宏
【中津地域】 藤岡昭雄／佐伯篤子
【大淀東地域】 岸本恒夫／竹村あつ子／愿山 舜／平郡百合子／泉谷興子／稲葉豊太朗／
猪木五十枝／大矢みゆき／小川喜美子／奥田 章／奥田一三／奥田静枝／川村恵子／
川村 功／木下真弓／木村三恵／黒田健一／越谷彰元／越谷典子／芝崎好子／中谷富栄／
中出タカ／中塔美紀子／中村賀代子／名畑富子／松本保雄／松本好治／圓山栄一／
村上幸子／村川かつ枝／山下一代／山脇隆宏／米田陽子／渡邊那奈子／渡邊凡士／
藤本清二／大月和加子／木村壽美／古屋一夫／九鬼みや子／野村百合子／中島光生
【大淀西地域】 高谷 正／赤木絹代／淺尾恵美子／足立多喜男／井上治美／茨木美栄子／
梅田俊雄／岡 一雄／奥野博一／尾座一夫／加藤加代子／加藤時雄／鳥山栄子／古賀公子／
小山田富久志／小山田静子／鈴木勇次／園田雄一／中尾憲司／福井功／福井芙佐子／
宮本由美子／森田靖夫／山﨑英與／山﨑弘子／横山八千代／匿名（１名）
【その他】 林 日出子

アイケー興産株式会社／延原倉庫株式会社／大阪府済生会 中津病院／理水化学株式会社／
株式会社瓢亭／学校法人 福田学園／三彩化工株式会社／日電技術サービス株式会社／株式
会社ウイズシステム／日本電気機器株式会社／双葉電気株式会社／特定医療法人 協和会 加
納総合病院／医療法人 行岡医学研究会 行岡病院／社会福祉法人 なみはや福祉会 中津保育
園／大淀公設市場事業協同組合 ビバ大淀／株式会社盛岡ビル 

■法人・団体会員 

■個人会員 

賛助会員を募集しています
～みんなが安心して暮らせる、ひとにやさしいまちづくり～

発行部数／６３,０００部
周知方法／新聞折り込み、
　　　　　公共機関等の設置 等

社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会
お問い合わせは

☎０６‒６３１３‒５５６６　　０６‒６３１３‒５５６６
（担当：山本・寺本）

●収入

○利用料……
○市補助金…
○その他収入
○前年度
　繰越金……
合計…………

延べ参加者数
滝川
堀川
西天満
北天満
済美
菅北
北野
豊崎東
本庄
豊崎
中津
大淀東
合計

3,768,640
3,461,280
375,420

290,264
7,895,604

673
483
950
296
1266
757
369
2,535
2,366
1,716
569
593

12,573

(単位:円) (人)

(単位:円)

(単位:円)

●支出
○弁当代・
　食材費……
○運営費……
○市へ返金…
合計…………

6,309,787
1,095,720
490,097
7,895,604

●収入
①会費収入………………
②寄附金収入……………
③分担金収入…………
④経常経費補助金収入
⑤助成金収入……………
⑥受託金収入…………
⑦事業収入………………
⑧共同募金配分金収入…

1,217,000
1,359,126
32,358,252
53,171,332
1,890,000

149,788,391
2,167,253
7,272,718

⑨介護保険収入………
⑩雑収入……………………
⑪受取利息配当金収入…
⑫経理区分間繰入金収入
⑬愛の募金収入…………
⑭積立預金取崩収入…
⑮前期末支払資金残高
合計……………………

43,925,115
361,893
1,192,303
2,994,976
2,309,864
30,000,000
66,220,726
396,228,949

⑧経理区分間繰入金支出
⑨愛の募金事業費……
⑩固定資産取得支出及び繰入支出
　……………………………
⑪積立預金積立支出…
合計……………………

2,994,976
1,653,330

554,175
25,000,332
315,287,854

●支出
①人件費支出…………
②事務費支出…………
③事業費支出…………
④共同募金配分金事業費
⑤分担金支出…………
⑥助成金支出……………
⑦負担金支出………………

179,051,258
18,106,322
46,039,661
7,256,763
30,695,470
3,902,367
33,200

「御食事処・いこい亭」オープン！

金銭
預託

物品
預託

法人への
寄附

「御食事処・いこい亭」は
 毎月第2木曜日、
 豊仁地域憩の家で
 開催しています。

掲載広告募集中

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日の間に預託並びに
ご寄附をいただいた方 （々敬称略・順不同）

平成２５年度 決 算 報 告

北区高齢者食事サービス事業精算報告平成２５年度

敬称略
順不同

あ
た
た
か
い
ご
支
援
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

直接窓口へお越しいただくか、郵便局の下記口座へ
お振込みをお願いいたします。
※振込み用紙に住所･お名前･電話番号をご記入ください

【加入者名】

【口座番号】

社会福祉法人 大阪市北区社会福祉協議会

００９８０-２-１２７５００

※年間を通じて受付をしています。

年会費
個人会費・・・・・・・・
法人・団体会費・・・

１，０００円
１０，０００円

１口
１口

善 意 銀 行 ～ありがとうございます～

みなさまの善意を
お待ちしています。

現金・物品を寄附したい！イベント等に招待したい！

お問合せは
☎６３１３‒５５６６

誰もがすごしやすいまち

多世代が交流するまち

地域が交流するまち

高齢者のすごしやすいまち

安心して暮らせるまち

マナーの守れるまち

子どもが育つまち

座談会から見えてきた

※収入金額 396,228,949円ー支出金額 315,287,854円＝差額 80,941,095円は
　平成２６年度へ繰り越し。

…そういう思いを持って、
　北天満地域と豊崎地域で、
　小地域福祉活動計画づくりが
　始まりました。

昨年１１月から今年の２月にかけて、
両地域で各４回の地域座談会を開催し、
地域の福祉課題について
話し合いました。

人との
つながりの大切さを
痛感しました

豊仁地域

北天満

“笑顔で挨拶”
これならすぐに
始められる

この地域に住んで
まだ日が浅いですが、

座談会に参加し、地域の方々の
思いや考え方を
身近に感じることが
できました

日頃から
地域福祉の活動を

されている方のお話を聞き、
明るいまちづくりに
活かしていきたいと
思いました

個人の意見を
尊重しながら、活発な議論が

できる場を持てて
とてもうれしかった

６月１７日（火）豊崎会館に於いて、

「小地域福祉活動計画」として完成させるた
めの

策定委員会の設置に向けて会議を行いました
。

●策定委員会のメンバーも決まり、年内の策定を目
指し、

　着々と動きはじめています。

中間報告
から計画へ

豊崎地域

両地域で小地域福祉活動計画（中間報告書）を
策定しました

両地域で小地域福祉活動計画（中間報告書）を
策定しました

豊崎元北天満小学校を会
場に

延べ１０１人が参加
目指すべき“わがまち”のイメージを共有し、
『明日からの地域実践計画』を作りました。

毎回笑顔が絶えない、
温かくほのぼのとした雰囲気の中、
議論は熱心に展開。

 私たち
の目指す“まち”

豊崎会館を会場
に

延べ１２２人が参
加

困っている人を
見逃さない地域を
目指して
小地域福祉活動計画

の策定
小地域福祉活動計画

の策定
中間報告

参加者の
感想

平日 ９：００～１８：００ 受付中



北区社協だより

●開館時間 午前9時～午後７時（ただし土曜日は午後5時30分まで）
●休 館 日
●ホームページアドレス

日曜日・祝日・年末年始（12/29～1/3）

●太融寺町バス停から北へ徒歩３分

■
●中崎町駅（３号出入口）から
　南へ徒歩５分
●扇町駅（２-Ａ出入口）から
　西へ徒歩８分
●東梅田駅（１号出入口）から
　Ｈ５８の階段を上がり東へ徒歩９分

■
●天満駅から西へ徒歩１０分

■
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http://osaka-kitakusyakyou.com

h t t p : / / o s a k a - k i t a k u s y a k y o u . c o mホームページ、リニューアルしました！
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社会福祉法人
大阪市北区社会福祉協議会
〒５３０‐００２６ 大阪市北区神山町１５‐１１
北区在宅サービスセンターいきいきネット
☎０６‒６３１３‒５５６６　　０６‒６３１３‒２９２１

48号第

平成２６年７月３１日発行

幅広い分野か
ら

ご参加が
ありました

☎０６‒６３１３‒５５６６　
　０６‒６３１３‒２９２１

◉北区社協だよりは、音訳ボランティアグループ「北朗バラの会」による音訳版を作成しています。ご希望の方はお申し出ください。

N

大阪市北区社会福祉協議会社会福祉法人

地域包括支援センターは、
高齢者のみなさんが住み慣れた地域で
安心して生活が続けられるよう
お手伝いをしています。
介護や福祉、生活上のお困りごとの相談を
お受けしています。

平成２７年４月１日から施行される「生活困窮者自立支援法」の実施を前に、
北区での生活困窮・社会的孤立に関する様々な生活課題を共有し、
『何ができるのか』を考えるきっかけになるよう開催しました。
また、このシンポジウムを通して多種多様な方々との連携を強化し、
北区での地域の支えあいのネットワークをどう創っていくのか、
検討を進めていきたいと思っています。

仕事的な活動から趣味的な活動までアクティブに過ごしながら、
ご本人同士の交流を重視し、やりたいことを見つけ出し実行することで、
『自分で選ぶ』という機会を多く持つようにしています。
ご家族が学べる講座や交流も行っています。

●福祉サービスを利用したいけど
　手続きが難しそう

●自分でお金の管理をしたり
　銀行などへ行って
　出金するのが難しい

●通帳や印鑑などをしまい忘れて
　いつも捜しものをしている

『あんしんさぽーと』では、認知症、
知的障がい、精神障がいなどにより
判断能力が不十分な方が
安心して生活できるよう、
福祉サービスの利用援助や金銭管理、
通帳等の預かりなどを支援します。

◉１日のスケジュールのポイント

問合せ…☎6313-5566（担当：伊藤）

一日の予定を本人同士の話し合いで決めていく

平成２６年４月より大淀圏域（〒５３１の地域）の
包括支援センターが変更になっています。

北区地域包括支援センター

日時：平成２６年９月２５日（木） 午後１時３０分～４時（開場午後１時）
場所：北区民センター ２階ホール（扇町2-1-27）

式 典

神山町１５‒１１  ☎6313‒5566

芝田2‒10‒39　☎6372‒0804
●総合相談窓口 喜久寿苑〈梅田東地域〉

北区大淀地域包括支援センター
長柄中1‒1‒21  ☎6354‒1165

本庄西2‒6‒15　☎6371‒6233
●総合相談窓口 藤ミレニアム〈豊崎地域〉

大淀南2‒5‒20　☎6450‒1088
●総合相談窓口 淳風おおさか〈大淀地域〉

予 告

北老人福祉センター・
北区地域包括支援センター共催

9月10日（水）午後1時30分～３時30分

●あそびチック体操 ●ゆっくりラジオ体操
●介護予防 ●二次予防の生活機能チェック
講師：介護予防運動指導員

レクリエーションインストラクター 太田 巳加 氏

対象…市内在住の60歳以上の方　定員…３0名（先着順)
申込み…8月20日（水）から電話か来館で

定員…２０名（３日間受講可能な方でデジカメをお持ちの方）
申込み…

あそびチックと
活脳レクリエーション
～脳活性化！ ゲーム感覚のあそびチック＆
　　 介護予防・二次予防の生活機能チェック～

デジタルカメラ
講習会 受講生募集
～デジタルカメラで
　上手に写しませんか？～

１０月４日（土）

北区民センターにて
午前１０時３０分～午後３時

北区老人福祉センター 
～講座のご案内～

北区地域包括支援センター です

初期の認知症・若年性認知症の方のためのデイサービスセンター

高齢者の総合相談窓口

★見学や利用についてのご相談、随時受付中！

“かみやま倶楽部”のご案内

あんしんさぽーと事業

〒５３０‐００２６  大阪市北区神山町１５‐１１  
北区在宅サービスセンター いきいきネット

ほく
ちゃん

きた
ちゃん

非課税世帯

課 税 世 帯

４００円 ➡ ６００円
８００円 ➡ ９００円

◎預かりサービス料は変更されません。
年間３,０００円（月２５０円）

日時
北老人福祉センター 4階 講習室場所

８月２６日（火）・２８日（木）・３０日（土）午後２時～４時

デジタルカメラの基本操作や
上手な撮影方法を学びます。

日時
大淀老人福祉センター  大広間場所

　８月８日（金）までに大淀老人福祉センター設
置の申込用紙に必要事項を記入のうえ窓口に
お申込みください。応募多数の場合は８月１４
日（木）に抽選（受講の有無については、８月１５
日（金）以降に連絡させていただきます）。

第１部　講   演

「生活困窮者自立支援法が意味するもの」
～地域に新しい「支え合い」のかたちを創造する～
講師：大阪市立大学大学院生活科学研究科  岩間 伸之教授　

第３部では、それぞれの立場で、地域、ＮPO、社会福祉法人、
行政等との連携が必要不可欠であることを伝えられる。

最後に、北区社会福祉協議会 中村事務局長より、区社協も地域や行政、施設・団体等と連携
して取り組みを進め、引き続き勉強会も開催していくことを伝えました。

第1部では、講師の岩間先生より、生活困窮者自立支援
制度は「生活困窮者」だけでなく、長期の引きこもり等
の社会的孤立にある方も対象となることを強調。
また、何かあってからの対応ではなく、早期に発見でき
る予防的機能とアウトリーチ★の重要性についても伝え
られる。

第２部　課 題 共 有
「地域の生活課題を直視する」

第３部　パネルディスカッション 「今、私たちにできることを考える」
コーディネーター：岩間 伸之教授（大阪市立大学大学院生活科学研究科）
パネリスト：
（写真左から）

奥村 健さん（みおつくし福祉会 理事）
梅津 由美さん（北区保健福祉センター健康課 担当係長）
中村 淳子（北区社会福祉協議会 事務局長）

第２部では、北区での福祉現場の最前線で活躍されて
いる５名の方に、生活困窮・社会的孤立に関する課題
や傾向をお話いただきました。

みんなの北ボラ

北ボラまつり

キャラクターの名前が
決まりました！ よろしくね

ボランティア・市民活動センター

~和に輪になろう~

開
催

★ボランティアグループによる舞台発表
★ボランティアの活動紹介
★ワニのストラップ作り…など、もりだくさん！

金銭管理
サービス

預かり
サービス

福祉サービス
利用援助

訪問サービス料が改定されます。

こんな事で困まっていませんか？

朝のミーティング

こ ん に ち は

郵便番号 の地域5 ３ 0

郵便番号 の地域5 ３１

略称：
北ボラ

こんなときは、
お気軽に
ご相談ください。

北区社会福祉大会２０１４ 開催

参加費
無料

参加費
無料★軽い運動のできる服装でお越しください。

★介護保険証をお持ちの方はご持参ください。

北区には２ケ所の
地域包括支援センターがあります。

自分たちで作る、お弁当を買いにいく、お店に食べにいく など

その日の本人にあったプログラムを一緒に決めていく

その日の活動をふり返り、感想を述べ合い、記憶にとどめることを助ける

昼食を選ぶ

プログラムを決める

振り返り

内容

内容

母子の事例を通じて、
社会的孤立をキャッチするには、
ライフライン事業者との連携や
地域での見守りが求められている。

子育て 平岡 靖久さん
（北区役所 福祉課長）

子育て の現場から

★アウトリーチ…業務の枠にとらわれない幅広い支援

高齢の親と息子が
同居しているケースでは、
当事者からの相談が少なく、
アウトリーチを進めていく
必要がある。

高齢者の現場から
廣瀬 有香さん

（北区地域包括支援センター 管理者）

高齢者

質屋業を商っている
私から見て、生活困窮は、
決して特別なことではなく、
誰もが陥る可能性がある
と感じる。

地域
川崎 善文さん

（豊崎東地区民生委員・
児童委員協議会 副委員長）

地 域 の現場から
宇野 たくみさん

（行岡病院地域医療連絡室 
ソーシャルワーカー）

の現場から医 療

地域に新しい「支え合い」の
かたちを創造する
講演会『「生活困窮者」をいかに地域で支えるか』を開催しました

老人福祉センター
同心1-5-27
☎6352-7025

北

老人福祉センター
本庄東1-２４-１１
☎６３７４-０８７３

大淀

た
く
さ
ん
の
ご
応
募

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

た
く
さ
ん
の
ご
応
募

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

入場無料

北ボラ１周年記
念

北区社会福祉
協議会

ハートフル
かのう

１０月から

日時
場所

まずは養成講座を受講して

サポートの基本を体得！ サポート会員養成講座
８月２７日（水）午前１０時～午後３時
北区在宅サービスセンター４階（４面地図参照）

定員…２０名　受講料…１,０００円

まちともサービス担当 
☎６３１３‒５５６６

★動きやすい服装でお越しください。
★年齢・資格・経験は問いません。

　利用会員のMさんは
脳疾患の後遺症のため、
外出には車イスが必要です。
介護保険では依頼できない散髪や区役所への手続
きなど、サポート会員と出かけています。用事を済ま
せた後は、買い物など寄り道することもしばしば。

●病院や買い物に行きたいので付き添ってほしい
●掃除や洗濯などの家事を手伝ってほしい
●部屋の模様替え、庭の草取りを手伝ってほしい
　…などなど、ちょっとしたお困りごともお気軽にご相談ください。

（  　　　　） ＆利用会員 サポート会員 を募集しています！高齢者・障がい者・
子育て中の方など

　　　　　●介護保険を利用したいけど、
　　　　　　どうすればいいの？
○近所に気になるお年寄りがいる、心配！
○物忘れが進んでお金の管理が
　できなくなってきた…
○成年後見制度について知りたい
○介護予防のための教室に
　参加したい …など

例えば…

具体的な事例が出ることで、
困窮のいろんな側面が見えたのが良かった。

生活困窮は他人ごとではない。
どの目線で問題を抱えるか参考になった。

早期にニーズの発見ができるような
身近な相談窓口があり、行政や機関が
支援して成り立つような形になれば
よいです。

参加者
の声

ま ち の み ん な で 支 え あ う

ヘルパーには
頼めないから助かる。
Ｏさんはとても親切で
来てくれるのが楽しみ。
これからもよろしく！

Ｍさん

「ありがとう」
の言葉がうれしい。
役に立てていることを
実感しています！

サポート会員の
Ｏさん

地域
（社協・地活協
・民生委員）
３８

ＮＰＯ・
ハローワーク・
不動産関係など

１７
社会福祉
施設連絡会・
福祉作業所
２５

介護保険
事業所
１１

学校関係
３

社協関係
３８

弁護士・
司法書士
３

行政
１０

医療関係
２

一般
１９

平成２６年６月５日（木） 
住まいの情報センターにて

会場は終始熱気に包まれ関心の高さが伺えました

（計１６６名）

いずれも
申込みはお電話で

ある日の活動の一コマ

「まちともサービス」

１時間８００円利用料
（年会費 １,０００円）

１時間５００円謝礼金
（年会費 １,０００円）

今までできていた生活が
病気をきっかけに続けられ
なくなることも多い。地域に
支えられ、生活を維持できて

いる場合もある。

北区は大阪市の玄関口であり、
大きな公園もあることから
ホームレスの相談が多く、
若年層の相談も増えている。

（北区役所 生活支援課長）

生活保護
武市 佳代さん

の現場から

初年度無料

リニューアル！

第一部 講演会 初期の認知症・若年性認知症支援を考える『認知症になっても安心して暮らせる地域づくり』第二部 テーマ
乞う

ご期待！！
乞う

ご期待！！


