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着ぐるみ「きづくちゃん」お披露目！

フェイスブックで情報発信しています。

この広報誌は共同募金の配分金を活用して作成しています。

東成区民センター　
・2階大ホール
・区民センター前広場及び駐車場

ふれあい広場では、さまざまな人が集い、つながるため
のきっかけづくりとして、みなさんが参加できるような
イベントを行います。そのイベントを通して、関係機関と
連携し、犯罪に巻き込まれないように啓発活動に取り
組みます。「参加者同士がつながり、さらにそのつながり

が”輪をつくる”」ように広がることで、住み慣れたまちで､安心して暮ら
していける福祉のまちづくりをめざします。

【企画運営】 ふれあい広場実行委員会（敬称略・順不同）
ひがしなりWELL－LINE（地域福祉活動サポーター）、在宅介護支援センター連絡会、東成区赤十字奉仕団災害手話ボランティア隊、東成区老人福祉センター、
東成区健康づくり推進協議会、東成母子会、東成区食生活改善推進員協議会、東成工房、すいすい、サラダぼーる、東成育成園、ふりーすぺーすSUN、みんなの家まんま、
支援センター中、東成区子ども・子育てプラザ、ハーモニー、お茶の間わいわい、大阪障害者就労支援センター、自立支援協議会・東成ing・おおさかひがしFOREVER
〈協力〉各校下高齢者食事サービス委員会

みなさまの応援で誕生した「きづくちゃん」が、8月2日（日）東成区民まつりに登場。
これからもいろんな場に参加し、多くのみなさんに愛される存在になれるよう
がんばっていきます。
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当日は、区民センター併設の駐車場を
ご利用いただけません。

きづくちゃん

事前に応募していただいた「元気と
若さの秘訣」をテーマにした介護予
防川柳を展示します。
ご来場のみなさんの
投票により入選作品
を決定します。お気
に入りの川柳に投票
をお願いします！
※応募方法は中面2ページに記載しています。
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主催：（社福）大阪市東成区社会福祉協議会
共催：東成区役所

（売上金はすべて被災地に
義援金としておくります）
薫り高いコーヒーと笑顔の
地域福祉活動サポーターが
おまちして 　　　　　　　
います。     　　　　　　　

この事業は、共同募金配分金を活用しています。

1杯50円コーヒー・紅茶
ジュース

フランクフルト 1本100円



介護

地域で暮らす人と人の助け合い

会員のみなさまの声

■9月5日（土）東成区民センター小ホール　
このゆびとーまれ講演会  
■9月5日（土）東成区民センター小ホール　
このゆびとーまれ講演会  

　東成区では、ちょっとした困りごとを会員同士で助け合う活動が行われています。
　随時会員募集中です。お困りの方はぜひ、コーディネーターの熊谷（くまがい）まで、
ご相談ください。

　「富山型デイサービス」の生みの親である惣万佳
代子さん、西村和美さんから「このゆびとーまれ」の
実践を学び、東成区における地域共生について考え
る目的で企画したこの講演会も今回で10回目を迎
えましたが、今年、惣万さんが「フローレンス・ナイチ
ンゲール記章」を受章された話題もあり、200人を
超える参加がありました。
　第2部では、毎年講演会を作り上げてきた実行委
員会のメンバーが中心となり、この10年間を振り返
るとともに、今後の展望について語り合いました。
　これまで続けてきた集大成といえる、すばらしい
講演会となりました。

東成区ボランティア・市民活動センターからの報告

活動の概要

会員
（両方を希望
することも
可能）

利用希望

活動希望

応援会員 活動にご賛同いただける方 (企業・団体を含む )
会費：1,000円／年 (一口 ) 

支援活動の謝礼

活動時間

ボランティア活動保険

350円／ 30分毎
利用希望会員が活動希望会員に直接支払う

午前9時～午後5時
(原則：日曜・祝日・年末年始を除く)

事務局にて非営利･有償活動団体保険に加入

支援利用を希望する方
(区内在住の方のみ )

支援活動を希望する方
(事前にボランティア講座

の受講が必要 )

会費：1,000円／年
・会員登録年会費
・1年ごとに更新

No.622

きづくちゃん「たすけ愛」活動の会

内　容　東成区警察署の担当者による寸劇や
　　　　紙しばいなど
協　力　東成警察署　地域課
参加費　無料
申込み　東成区在宅サービスセンター
　　　　電話 6977-7031（担当者：加藤・萩原）

会員随
時

募集受
付中

きづく  かかわる  暮らしにつながる

 問合せ　
東成区ボランティア・市民活動センター 
電話 6977-6336  (担当：熊谷（くまがい）)

1024
（土）

活動
希望

定年退職後になにかできないか？と思い登録しました。
空いている時間での活動ですが、自分の出来ることを楽
しみながらしていきたいです。　　　　(60代男性会員)

ちょっとした困り事をどこに相談していいのか分からな
い時に区役所から会の案内をされ電話しました。　　　
おかげさまでひとりでは難しい家具の移動を気安く頼め
たので助かりました。　　　　　　　　(70代女性会員)

最近ひとりでは掃除ができにくくなってきたので困ってい
ました。近所の老人憩の家で掃除を手伝ってくれる活動
があることを知り電話しました。家族、親類が遠方で頼み
にくかったので助かりました。     　　 (70代女性会員)

この活動はお互い様の活動なので元気で活動できるうち
は、「時には自分の出来る範囲で誰かの役に立ちたい」と
いう思いと、「自分が出来ないような事や困った時には助
けていただきたい」という思いで会員になりました。　　
あたたかい活動にしていきたいです。　(70代男性会員)

詐欺被害に遭わないための講座
　介護保険について、なにをどうしたらいいか
わからない？なんて困っていませんか？
　介護保険サービスご利用に関するご相談なら、
私たちにおまかせ！

■8月8日（土）区在宅サービスセンター
登録ボランティアグループ連絡会 
■8月8日（土）区在宅サービスセンター
登録ボランティアグループ連絡会 

　東成区ボランティア・市民活動センターに登録している14
グループ（平成27年3月末現在）から20名が参加し、各グルー
プの情報交換を含め、普段の活動を通して感じておられること
など、活発な話し合いがおこなわれました。
　当センターでは、次年度以降、センターの事業計画を、グルー
プのみなさまとともに企画・検討していきたいと考えており、
今後はこのグループを活動目的をもとに３つの部会に分け、部
会ごとに連絡会をおこないます。その中で出される意見（活動
をしている中での気づき、取り組みたいことなど）を次年度の
センターの事業計画に反映させていく予定です。連絡会をきっ
かけに、グループ同士の横のつながりができ、新たな活動へと
広がっていくことを期待しています。

詐欺被害
STOP!

だまされない！
ひっかからない！

テーマ　「元気と若さの秘訣」にちなんだ川柳
応募条件　６５歳以上の東成区民の方
応募方法　東成区在宅サービスセンター・老人福祉センターに
　　　　設置している応募用紙に必要事項を記入の上、応募
　　　　箱へ投函して下さい。
　　　　応募箱への投函以外にも、下記の事務所へのＦＡＸ・
　　　　郵送・電話でも受け付けています。
問合せ　東成区在宅サービスセンター
　　　　〒537-0013大阪市東成区大今里南3-11-2
　　　　電話 6977-7031／ FAX 6977-7038
　　　　（介護予防担当：三浦・山田）

1025
（日）まで

介護予防事業

介護予防川柳募集受付中！

居宅介護支援事業

（応募は平成27年 10月 25日まで） 平成２６年　最優秀作品賞

利用
希望

利用
希望

両方
希望

問合せ　電話 6977-7031（担当者：萩原・加藤）

問合せ　電話 6977-7031（生活相談員：津田）

アットホームで落ち着いたフロアです。
ゆったりと過ごしていただいています。
9月は、お祭りを開催。みんなで楽しくゲーム
等で盛り上がりました。笑顔いっぱいのフロア
の様子をお届けです。

東成区在宅

（この活動は、有償ボランティア活動として取り組まれています。）

デイサービスセンター



　年に１度のみなさんの交流発表の場、３２
組の舞台発表や数々の作品の展示、お茶席
コーナーなどで大盛況でした。

老人福祉センター報告
子育て支援

各地域の子育てサークル活動

布団丸洗い乾燥サービス事業

東成区内の各校下社会福祉協議会では、地域ボランティアが中心となり子育てを応援
するサークル活動を実施しています。子育てを楽しむ仲間づくりをし、互いに支え合う
場、情報交換の場、お母さんのリフレッシュの場として、みなさんの参加をお待ちしてい
ます。※詳しい活動日程については、東成区社会福祉協議会ホームページまたは、東成
区子育て支援情報誌「ふれあい子育てねっと」をご覧ください。

　東成区社会福祉協議会では、毎年２回「布団丸洗い乾燥サービス事業」を実施していま
す。平成２７年度第１回目は、のべ９４名＜障がい者１４名含む＞の方が利用されました。
第１回目この事業を利用されました利用者様の感想をお伝えします。
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地 域 情 報

こどもを育てる「遊びの魅力」

人のつながりに欠かせない
コミュニケーションの重要性
～サルの研究からみるコミュニケーション獲得のひみつ～

講　師　京都大学　霊長類研究所　教授　正高　信男　氏
日　時　平成27年12月５日（土）午後2時00分～午後3時３０分（開場：午後1時30分）
場　所　東成区民センター　2階大ホール
定　員　600名
参加費　無　料（申し込みの必要はありません。）
　　　　※先着３００名に、区内の知的障がい者就労支援施設で作成された記念品を、
　　　　　差しあげます。
問合せ　東成区在宅サービスセンター　電話 6977-7031（地域支援担当）

12 5
（土）

1110
（火）

講演・講座 学ぶ～活かす～
地域の福祉力アップ

東中本地域
ふれあいサークル
東中本地域

ふれあいサークル
北中道地域
子育てサークル
にこにこひろば

北中道地域
子育てサークル
にこにこひろば

大成地域
ひよこっこ広場
大成地域

ひよこっこ広場

　希薄になってきている人と人との“つながり”。この講演会で、“つながり”に欠かせな
いコミュニケーションの大切さを学び、私たちのこれまでの“つながり”をふり返り、こ
れからの暮らしに活かしていきましょう。

1954年大阪生まれ
大阪大学人間科学部卒業
大阪大学大学院人間科学研究科博士課程修了（学術博士）
アメリカ国立衛生研究所（NIH）客員研究員
ドイツ・マックスプランク精神医学研究所研究員
東京大学理学部助手
京都大学霊長類研究所教授
専攻は認知神経科学
ヒトを含めた霊長類のコミュニケーション研究の第一人者

）スクッバールブ社談講（』類人たっ失を性物動 障ュミコ『
）書新公中（』トヒいなえ考『、』ルサたっ持をイターケ『

）書新公中（』るえ覚でだらかをばとこはもど子『
）書新まくち（』かるれま生ぜなは才天『

）書新代現社談講（』かのむ悩にて育子ぜなはトヒ『
）店書屋國伊紀（』生誕のばとこ『

』脳いなせ愛かしラャキムーゲ『』るれま生らか」害障達発「は脳才天『
数多どな）所究研PHP（』術技のて育子のらか歳０『』論化退間人ブェウ『

ヒトを含めた霊長類の研究第一人者で、著書「ケータイを持ったサル」は発行部数20万部を超え
る程であった。コミュニケ―ションについての研究の他、子どもがどのように言葉をおぼえるの
か、発達障がい児の読み書き学習支援、コミュニケーション力の深化についてなど多くの講演を
されている。また、NPO法人 発達障害療育センター理事長も務め、コトバロメーター（国語機能
向上アプリ）や、ディスレクシア注）用デジタル絵本などの開発にも取り組まれている。

この子（人）がいることが素晴らしい
～発達障害凸凹の理解のために～
この子（人）がいることが素晴らしい
～発達障害凸凹の理解のために～

心のバリアフリーをめざした講演会

内　容　1部：講演　発達障がいをもつ大人の会
　　　　　　　　　　代表　広野　ゆい氏
　　　　2部：当事者によるパネルディスカッション
日　時　１１月３日（火）午前１１時～午後1時
場　所　東成区民センター　小ホール
参加費　無料　一時保育あり※電話にて、事前申込受付
問合せ　電話　070-6549-0585（運営事務局）
主　催　ひがしなり街道玉手箱　運営事務局
協　力　東成区社会福祉協議会

113
（火）

利用者さんの声…（片江在住／独居／要支援２／９１歳）
平成１８年から年２回利用していて、とてもありがたい事業だと思っています。日頃干すことも出来
ないので洗っていただいた後は、布団が５㎝以上膨らみとても気持ちが良く、シーツの取り付けも
してもらえて、助かっています。年２回と言わず、季節ごとに実施していただけたらとても嬉しいです。

報告

報告

子
様
の
日
当
施
実

ケアマネジャー立会いのもとで「布団
丸洗いサービス事業」を実施しました。

夕方には、洗い上がったお布団
が返却されました。

洗い上がったお布団にシーツの
取り付けまでお願いしました。

正高　信男　氏

◆プロフィール◆

◆主な著書◆

注）知的な遅れはないが、文字を読んだり書いたりすることが苦手な人たちのこと。

敬老の日にちなんで、おじいちゃん、お
ばあちゃん、お世話になっている方へ。

子ども・子育てプラザ

プラザNEWS
■あしがたゆうびん

■プラザ夏祭り

3世代 どきどき・わいわい

ハロウィンのつどい

日　時　１０月３0日（金）
　　　　【午前の部】１０時0０分～11時45分
　　　　【午後の部】１時3０分～3時15分　
対　象　乳幼児とその保護者
場　所　東成区子ども・子育てプラザ

日　時　１1月10日（火）午前１０時３０分～午後1時　
会　場　東成区民センター2階大ホール
対　象　乳幼児と保護者、マタニティママ
主　催　東成区子育てフォーラム実行委員会
協　力　東成区のボランティアの皆さん
問合せ　東成区子育てフォーラム事務局
　　　　東成区役所 保健福祉課　電話 6977-9857
　　　　東成区子ども・子育てプラザ　電話 6976-03001030

（金） 工作や手遊びなどお楽しみ会
を行います。午前・午後いずれ
かにご参加ください。

ハッピー
ハロウィン

日　時　１０月３１日（土）
　　　　午後4時0０分～5時00分　
対　象　小学生
場　所　東成区子ども・子育てプラザ

10 31
（土）

ゲームやクイズ
を楽しみます。

夏休み中のイベント、プ
ラザ夏祭りで、小学生
（高学年）・中学生のみ
んながスタッフの一員
として活躍！

※「布団丸洗い乾燥サービス事業」は、春と秋の２回実施しています。

第9回輝け！東成のこどもたち東成区子育てフォーラム

「ひがしなりっ子すくすく・つながるクラブ」
カードをお持ちの方はご持参ください。

ひがしなりっ子 親子
すくすく・つながる うんどうかい

■9月11日（金）
東成区民センター2階大ホール

第１１回 東成いきいき
シニア文化祭

■9月25日(金)
東成区民センター2階大ホール
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同募金協力のお願い

東成区老人福祉センター

電話

東成区子ども・子育てプラザ

電話

大阪市東成区社会福祉協議会社会福
祉法人

東成区在宅サービスセンター
電話

成区見守り相談室からのお知らせ東東

共共
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　地域における見守り活動や災害時に利用するために、お名前やご住所などの情報を地域団体や民生委員などにお伝えしてよいか、その同意を郵送や訪問により確認しています。
平成27年度に対象となる方は、東成区内に住所のある高齢者の方で、要介護3以上及び要介護2以下で認知症などの診断のある方です。
平成28年１月下旬までに順次送付していきますので、ご意向を回答いただきますようよろしくお願いいたします。

募金期間１０月１日～１２月３１日

募金へのご協力を
お願いします。

東成区では、地域の
ボランティアさんが各家庭を
訪問して募金をお願いしたり、
学校などに募金箱を設置

しています。

◎相 生 中
◎東小橋小
◎大 成 小
◎今 里 小
◎中 道 小
◎北中道小
◎中 本 小
◎東中本小

◎神 路 小
◎深 江 小
◎片 江 小
◎宝 栄 小
◎今 里 幼
◎北中道幼
◎中 本 幼
◎東中本幼

◎東成区役所
◎東成区社協
◎老人福祉センター
◎子ども・子育てプラザ
◎各協力団体事業所

■高齢者福祉月間
　行事　開催事業

■ふれあい広場
　開催事業

■区社協広報事業 ■区民まつり出展事業 ■児童施設友愛訪問事業 ■依存症に関する専門職対象学習会等の開催
■新たな生活支援サービス

・金婚夫婦お祝い品贈呈
・校下敬老会開催

■社会福祉
　講演会
　開催事業

緊急用食料品等給付事業
東成区に居住している生活困窮の状態に陥っ
た方に対し、一時的な食糧の支援を行います。
就職面接時整容準備事業
生活困窮により就職面接に必要な費用を準備
できない方に、就職面接のための整容支援を
行います。

・保育所・保育園
・認定こども園
・学童保育所を友愛訪問
・市内母子生活支援施設
  の友愛訪問
・区外の施設
  友愛訪問
（東成区民生委員協議会の取り組みです。）

・情報収集提供
・広報紙　区社協だより    

行発の 」りなしがひ「  

募金箱設置場所

じぶんの町を好きな人が、共同募金を支えています。
共同募金運動は、年間 200万人といわれるボランティアのみなさま
により支えられています。全国各地で、自治会・町内会、民生・児童委
員、企業や学校関係者などの皆さんにより、思い思いの募金運動が展
開されています。

平成２７年度共同募金額 8,580,518円
 問合せ　東成地区共同募金会　電話 6977-7031
　　　　（東成区在宅サービスセンター内）

東小橋地域 大成地域 今里地域 中道地域 北中道地域

東中本地域中本地域 神路地域 深江地域 片江地域 宝栄地域

 問合せ　見守り相談室　電話 6977-7035

町のみんなで集めた募金は、東成区ではこのように使われています。


