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「ほっとけ心のアッパレ介護」
問合せ先
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田辺 鶴瑛さん

西成区社会福祉協議会（岸里１−５−20合同庁舎８階） 電話：６６５６−００８０

ふれあい喫茶でおしゃべりしませんか！
ふれあい・語らい・つながりづくり

パンフレットが
できました！
※各ふれあい喫茶会場や西成区社協に設置しております。
また、ホームページに掲載していますのでご利用ください。

ふれあい喫茶は、地域のボラン
ティアが地域の人たちの交流の場
として開かれた喫茶で、一般的な
喫茶店ではありません。
ふれあいの場、語らいの場とし
て、大人も子どもも楽しいひと時
をともに過ごせる場所としてご利
用いただけます。

かくえい

ＦＡＸ：６６５６−００８３

｢西成区社会福祉協議会」
ホームページ リニューアル！
昨年６月に公開したホームページを、今年４月に、
より見やすく
分かりやすい内容にリニューアルしました。地域の皆さんに区社
協の活動をリアルタイムに提供できるよう頑張っていきますの
で、是非一度アクセスしてください。

http://nishinari-shakyo.jp
西成区社 協

検 索
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〜地域の
福祉活動を支援します〜
地域活動担当
身近な地域でのつながりづくりを進めるために、地域住民の参加、
協力でおこなっているさまざまな地域福祉活動を支援しています。
また、小中学校での福祉教育に協力し、子どもたちの助け合いの気
持ちを育む取り組みも進めています。

〜西成区地域福祉アクションプラン〜
アクションプランは、誰もが安心・安全に暮らせる
「西
成のまちづくり」
を目指し、
「つながりづくり」
をキーワー
ドに、地域住民、関係機関、団体、行政が一体となって、地
域福祉を推進していく取り組みです。

ボランティアビューロー
西成区
地域包括支援センター
くらしや介護の相談窓口です！
高齢者のみなさんが住み慣れた西成のまち
で安心していきいきと暮らし続けられるよう、
介護、福祉、保健等さまざまな相談に応じます。
どうぞ、
お気軽にご利用ください。

介護予防事業

ボランティア
してみたいんだけど…

ボランティアのお手伝いを
おねがいしたいんだけど…

＊手話ができます。
＊現役時代は、
こんなことを
してました。
＊私の資格や特技をいかせる
ボランティアはありませんか
＊いろんな人と出会いたい。

＊１人で外出が不安。
＊イベントを手伝ってほしい
＊施設(高齢者)の行事を
手伝ってほしい
＊公共スペースの清掃や自転車の整理を
してほしい

西 成 区

はぎのさと健康教室
（複合型介護予防事業）
運動・栄養・口腔プログラムを組み合わせた教室で、
ご本人の状態や体力
にあわせて日常生活に必要な体力をつけるために、専門の講師［運動（健康
運動指導士など）栄養（管理栄養士）口腔（歯科衛生士）］の指導のもと、楽し
く参加できる予防教室です。
【健診の受診が必要】

地域で身近に集える憩の家など
いきいき元気教室 において、
気軽に取り組める体操

（閉じこもり等予防事業）やレクリエーションを通じて地域の
仲間と語らい、
こころとからだの元

社会福祉協議会って！？
西成区
まちづくりセンター支部
平成24年10月から、西成区まちづくりセンター支部を
開設し、西成区内の「地域活動協議会」
（以下：地活協）
の活動支援を行い、今年4月から区内１６地域で
「地活協」
が区長認定を受け、すでにさまざまな地域活動が始まっ
ています。
区内の「地活協」の活動支援を中心にしつつ、地域活動
に多様な組織、団体との連携・協働に向け、相互理解を目
的とした企業、
ＮＰＯ 異次元 交流ライブ
（西成、阿倍野、
住之江、住吉、平野の５区のまちづくりセンター支部と各
区社会福祉協議会、大阪市社会福祉協議会の共催）
を開
催しました。
そこでは、地域貢献等に関心のある企業、組織・団体、
ＮＰＯなどが集まり、企業の地域貢献活動の事例発表や
ワークショップなどが行われました。
今回のイベントを通じ、地域（活動）への理解が深まり、
協働・参画のきっかけづくりになればと思っています。

善意銀行
運営事業
善意銀行は、みなさんの善意の寄付をお
預かりし
（預託）、地域の各種社会福祉活動
に有効に活用（払出し）するため、善意銀行
運営委員会にて審査をおこなって払出しを
おこない、運営されています。

西成区
老人福祉センター

あんしんさぽ−と事業

老人福祉センターは、市内に居住のおおむね６０歳以上
の方々が利用できる施設です。
センターでは、地域の高齢者に対して健康増進・教養
の向上及び趣味と仲間づくりの場や、
レクリエーションの
ためのいろいろな各種サービスを提供しています。
問合せ先：TEL 6654-2951

居宅介護支援事業

デイサービス
センター
はぎのさと

（日常生活自立支援事業 )
認知症や知的障がい・精神障がいなどにより判断能
力が不十分な方々が、地域で自立した生活が送れるよう
に援助し、その権利擁護に資することを目的とするもの
です。
具体的には、
ご本人との契約に基づいて福祉サービス
などの利用援助や日常的な金銭管理サービス、書類など
の預かりサービスといった生活支援を行うものです。
問合せ先：はぎのさと別館 TEL 6656-0322

気を高めます。
各地域ごとに月１回開催してい
ます。

（ケアプラン作成）

介護保険制度のもとで、要介護認定を受
けた方に対し、
ご本人の意向を尊重したケ
アプランの作成をおこないます。

介護保険によるサービスで、健康チェックや入浴、
昼食、
レクリエーションなどのサービス提供と、
ご家
族の介護負担の軽減を図ります。
くつろげる空間と仲間づくりができる場を提供し
ます。
ご利用者がいきいきとした生活がおくれるよ
うにお手伝いします。
（要支援1・2の方もご利用頂けるようになりました）

西成区子ども・
子育てプラザ
（平成25年4月から大阪市民共済会の運営となりました）

コミュニティー
ソーシャルワーク
推進(地域生活支援)事業

子育て中の保護者の方が、
ホッと息抜きのできる憩いの場と
して
「つどいの広場」
を開いています。
子育ての悩みごともスタッフに相談してみてください。
きっと
解決方法が見つかると思います。
どうぞ気軽にのぞいてください。
お待ちしています。
このほか、子どもの広場やファミリー・サポート・センター
事業も行っています。
問合せ先：TEL 6658-4528

地域でさまざまな生活課題を抱えている
方の相談を地域生活支援ワーカーがお聞
きし、地域の支えあいの活動や地域包括支
援センター、関係機関などと協力しながら
支援を行います。

えいごあそび
（月1回開催）
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からだスッキリエアロビダンス
（月2回開催）
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「赤ちゃんの駅」ＭＡＰ

気軽に外出できるまちを目指して

「にしなり区 おでかけナビ」

授乳・おむつ替え・トイレなどにお使いください！

障がいのある方などが福祉サービスの利用や外出の際の手
助けになるよう
「にしなり区 おでかけナビ」
を作成しました。

「赤ちゃんの駅」は、乳幼児の親子などが、外出中の授乳・おむ

区内の様々な福祉サービスや多目的トイレの情報などをまと

つ替え・トイレなどの際、気軽に利用できるスペースで、区内の

めました。

福祉施設や店舗などの協力を得て実施しています。

ホームページから
ダウンロード
できます

ホームページから
ダウンロード
できます
※制作：西成区地域福祉アクションプラン推進委員会（障がい部会）
西成区障がい者自立生活支援調整委員会

※制作：西成区地域福祉アクションプラン推進委員会（子ども部会）
わが町にしなり子育てネット

新たなつながりを求めて

西成区地域福祉アクションプランでは誰もが安心・安全に暮らせる
「西成のまちづ
くり」
を目指して、平成25年3月に第3期・アクションプランを策定し、取り組みを進め
ています。

第３期・アクションプラン策定

★詳しくはホームページで！
「西成区社協」
「西成区アクションプラン」で検索

西成区地域福祉アクションプラン推進委員会：西 成 区 保 健 福 祉 課
西成区社会福祉協議会

生活支援担当
地域活動担当

TEL 6659-9872
TEL 6656-0080

善意のご寄付ありがとうございました
平成24年4月から平成25年3月に、次の方々からあたたかいご寄付をいただきました。
（順不同・敬称略）
【善意銀行】

【西成区社会福祉協議会】
●美和ホールディングス株式会社

●西成区社会福祉施設連絡会

●ボランティアグループ

●関西浄化組合

●ひまわり会

松の実

●阿部満江

安東政臣、蒼井美恵、礒岩輝昭、稲田順三、

●良元晃栄

●交通事故をなくす運動西成区推進本部

東江美奈、久徳良二、高尾孝志、稲井千代子、

●西川為信

●野矢信三

森田静香、保田尚士、友安正和、石部雅春、

●黄金グループ

●大阪厚生信用金庫

●関西浄化組合有志一同

●ビクトリーグループ

小暮健次、徳田智美、清水達仁、仲道治、有志一同

天下茶屋支店

●OSAKAひまわり西南ネット

●匿名

編 集 後 記
西成区社会福祉協議会も法人設立から２０年を迎えました。
｢社会福祉
にしなり」も今回からフルカラーになりました。
カラーに変わるだけではなく、内容の充実はもちろんのこと、分かり

●西成産業会

●聖化保育園

●朝日プラザペルソナージュ天下茶屋自治会
●N・U

●善意の箱

●仲嶺真吾・小百合

●大和中央病院

●関西浄化組合

す。また、ホームページでもご覧いただけるようになっていますので、

●大阪西成ライオンズクラブ

一度アクセスしてください。

●堀洋子

温かく見守っていただきますようお願いいたします。

●匿名

【おもちゃ図書館パンダ】

やすい紙面で皆様方に地域の情報をお伝えしていきたいと思っていま

今後とも西成区社会福祉協議会の活動にご支援・ご協力いただき、
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●西成区福祉事業者連絡会

●乾繁夫
●善意の箱

蒼井美恵

●天下茶屋地区民生委員・児童委員協議会

