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港区社会福祉施設連絡会とは、港区社会福祉協議会が事務局を
担い、港区内の社会福祉施設が相互の親睦、連絡調整を図り共同で活動を推進
することにより施設の事業内容の充実や発展を目的として設立しています。
港区では、高齢者施設・障がい者施設・保育所など現在49施設が加入して
います。
毎年、施設見学や研修会などを開催しており、今年度は、昨年11地域で策定
した『港区地域福祉活動計画』についての研修会を実施し、施設と地域がどの
ように協働・連携していくか、また、今後地域の中において社会福祉施設はどの
ような役割を担うのかを考えていきます。また、施設職員のコミュニケーション
力を向上していくためにアサーティブコミュニケーション講座を実施し、サー
ビスの質の向上などに努めています。また、港区という土地柄、震災時に社会
福祉施設としてどのように対応するのか、また地域の皆様と日頃から顔の見え
る関係をつくり互いに助け合える関係を築くために、地域の防災に関する訓練
などにも参加させていただい
ております。
加入施設については、当協議
会のＨＰで一覧を掲載しており
ますので、ご覧ください。
今後も、港区社会福祉施設連
絡会一丸となって、港区の福祉
の向上・推進に努めてまいりま
すのでよろしくお願いします。

港区老人福祉センターでは高齢者のいきがいづくりや、社会参加
を支援するための地域における身近な施設として、次のような事業などを
行っています。
① 各種の教養講座や高齢者学級の開催、高齢者自身の運営による同好会、
サークル活動への支援と仲間づくりの場を提供。
② 講演会、教室発表会、作品展、社会見学、囲碁将棋、卓球大会などの行事
を開催。
③ 区老人クラブ連合会の事務局を置き区老連全体の活動の支援。
ご利用は市内在住の60歳以上の方が対象です。利用料は無料ですが、ご利
用にあたっては最初に登録が必要です。
くわしくは老人福祉センターまでお問い合わせください。

港区老人港区老人
福祉センター
港区老人
福祉センター

問い合わせください。

港区社会
福祉施設連絡会
港区社会
福祉施設連絡会

ハピネスグループ

私たちIRISは“限られた時間でお互いが笑
顔に！”をモットーに、森ノ宮医療大学公認
サークルとして、 看護学生６３人で若さをパ

ワーに毎日勉強と両立させながら活動しています。今年度は主に子
育て支援・医療関係・海外支援をキーワードに取り組んでいきたい
と思っています。子育て支援では絵本の読み聞かせ・健康教育のお
手伝いなどのボランティアをしています。医療関係では、患者さんと
一緒にお話したり、災害訓練で傷病者役などをする病棟ボランティ
アをしています。このような活動はＩＲＩＳメンバーにとって貴重な
経験であり、これからを担う私たちにとって大きな財産になると
思っています。若さゆえの未熟さもあると思いますが、一人ひとりが
真剣に活動に取り組んでいますので、若いパワーが必要な時はぜひ
ご連絡ください。これからも皆様と共に笑顔になれる活動をしてい
きたいと思います。　　　　　　　　　　    西村 美里 (IRIS代表) 
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「ボランティアしてみたいけど・・・。」「どんな活動があるの？」「今活動中だけど、他の活動も気になるわ。」と
思っているそこのあなた。ちょっと覗いてみませんか？

① 日時  ② 場所  ③ 申込締切

喫茶ボランティア

お問合せは…港区社会福祉協議会 〒552-0007 大阪市港区弁天2-15-1
☎6575-1212　　　 6575-1025　　　 http://www.minato.kusyakyou.or.jp
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ボランティアサークル
IRIS（アイリス）

ひまわり通信
今年もまた暑い夏がやって来ました。
寒い２月と暑い７月発行のひまわり通信です。

学校と同じように４月から平成２６年度が始まりました。

　まず、４月恒例の皆勤賞授与式。一年間お休みされずひまわりデイをご
利用くださった６名の方に、下記ごあいさつ欄に登場の髙島事務局長か
ら賞状の授与がありました。おめでとうございました！！ひまわりをご贔屓
いただきましてありがとうございます。
　６月には恒例の映画会。３月の開催の福祉のひろばでの手作り品バ
ザーの収益金で、ちょっぴりリッチなおやつをご用意し、２階の会議室で
楽しみながら、懐かしみながら、皆さんで映画鑑賞しました。
　７月は七夕で、デイルームの天井に短冊を飾ります。
大輪のひまわりのように大きな大きな願い事。それは世界の平和です！
　８月２６日(火)２７日(水)２８日(木)の３日間に、恒例のひまわり夏祭り盆
踊り大会を開催します。小・中学生の方々にもお手伝いいただき午前中
はゲーム、午後からは利用者さんと共に浴衣姿で盆踊りを楽しんでいた
だく予定です。地域の皆さんも、ぜひボランティアで
のご参加をよろしくお願いいたします。

ボランティアビューローだより

夏

より気軽に、もっと身近にボランティア体験！！

☎6575-1212・　　6575-1025

ィアしてみたいけど・・・ 」「どんな活動があるの？」 になるわ 」と今活動中だけど 他他の活動も気に「今
ンティア体験！！軽に、もっと身近にボランンテ 体験！！軽に も と身近にボランンティア体験！！軽に も と身近にボランより気気軽より気気軽より気気軽

のボランティア体験

港区社会福祉協議会・港区ボランティアビューロー （担当：おぎの）

○お問合せ先／港区夕凪2-5-22　☎6575-1368

FAX Eメール

①7月27日（日）12：30～15：30
②子ども・子育てプラザ（磯路2-11-10）

「ひまわりのたね」の掲載記事を、取材をして一緒に作る
記者・編集体験をします。

活動情報紙編集ボランティア
ひまわりのたね編集部

①8月14日(木)10:00～12:00
②港区社会福祉協議会 ひまわり3F(弁天2-15-1)

三歳児検診時に野菜釣りゲームや輪投げ、豆はこびゲームなど
で一緒に活動しませんか？

体に良い食生活を推進するボランティア
港区食生活改善推進員協議会　桜栄会

①８月29日（金）13：00～15：00※持ち物：エプロン
②港区保健福祉センター１階（市岡1－15－25）

子どもから大人まで気軽に地域の方々が集まるふれあ
いの場、楽しく活動できますよ。

喫茶ボランティア
ふれあい喫茶　たんぽぽ

①８月16日（土）１3：１５～15：４５※持ち物：エプロン
②南市岡小学校 多目的室 （南市岡 2-6-35）

「語り」や、えほんの読み聞かせを一緒に練習しましょう。

むかし話などの語り、
えほんの読み聞かせボランティア

語りの会　さざなみ

①８月18日（月）10：00～12：00
②港区社会福祉協議会 ひまわり（弁天2-15-1）

テーブルセッティング、配膳などの体験♪歌や指体操をしたり、
ご高齢者の方とお話ししながらの楽しい活動ができます。

食事サービスボランティア
ボランティアグループ　ひまわり

①8月21日(木)9:50～13:00※持ち物：エプロン
②港区老人福祉センター(夕凪2-5-22)

盲ろう者友の会「手と手とハウス」さんとの交流会に一緒に参加しません
か？指点字、触手話など様々なコミュニケーションを体験できます。

手話ボランティア
手話サークル　帆船

①8月21日(木）12:45～15:00
②手と手とハウス(波除5-4-18)

日本民謡の練習を体験♪誰でも歌えますよ♪
大きな声を出し、腹式呼吸でストレス発散！！

日本民謡でボランティア
日本民謡　八昇会

①8月23日(土)15:00～17:00
②南市岡会館(南市岡2-7-18)

午前中は射的などの店番、午後は浴衣を着て盆踊り♪♪毎年とっても盛り上がります！
デイサービスセンターひまわりの夏祭りボランティア
個人ボランティア

①８月26日（火）27日（水）28日（木）9：30～15：00
　※持ち物：浴衣(あれば)・昼食※8月２5日（月）16：00～オリエンテーション
②港区社会福祉協議会 ひまわり ２F（弁天2-15-1）

 himawari@minatoku-shakyo.com

港区社会福祉施設連がいづくりや、社会参加

ンティアで

港区社協のホームページアドレス

http://www.minatoku-shakyo.com/

港区地域福祉活動計画の中で地域の皆
さんから出た意見をもとに、各地域で始まって
いる取り組みに、くしゃきょんも参加してきました！
磯路の世代を超えて参加できる運動会
『第１回磯りんピック』、三先公園で
平日の朝10時から実施されている
『ラジオ体操』。
詳しくは“くしゃきょん日記”に掲載し
ていますので、見てくださいね～！

お申込みは…。

1日5名まで受入が可能です。

社会福祉法人　大阪市港区社会福祉協議会　2014年（平成26年）7月15日

ヨーヨー釣り、スーパーボールすくい、くじ引きなどの出店の
お手伝い。一緒に楽みましょう。

パフォーマンス（フラダンス）を見ながら楽しくウエイトレス体験

子育てサロンの夏祭りボランティア
おはなしぷーさん

①8月2日(土)10:45～12:00
②波除市営住宅7･8号棟集会所(波除4-8)

手編みボランティア
手編みボランティア　つくしの会

①8月23日(土)10:00～12:00
②港区社会福祉協議会 ひまわり3F(弁天2-15-1)

楽しくお話ししながら、セーターをほどいたり、糸巻きをしたり♪
お花のピン止めをプレゼント♪

ごあいさつ
４月１日付で事務局長に就任しました。前事務局長同様
に、ご高配いただきますようお願い申しあげます。
昨年度は地域の皆様のご尽力により、全小学校下で「地
域福祉活動計画」を策定していただきました。特集記事で
紹介しましたが、各地域とも特色のある活動計画になって
います。５年後のわが町がより素敵なまちになるよう、地域
の皆様が中心になり区社協・行政等と協働し「地域福祉活
動計画」を推し進めてまいります。どうぞ、ご協力いただき

小学校2年（親子参加もＯＫ）～シニアまで幅広い年齢層の方々をお待ちしています！

■ 市岡日本語教室 ■ 田中保育所 ■ 安治川保育園 ■ 波除学園 ■ 港乳児保育センター

①8月1～8日、18～29日9:00～16:00
　※３日続けて参加可能な方
　（7/30 16：00～オリエンテーション）
②小学4年生以上大学生まで
③田中保育所(田中1-11-1)
④7月29日(火)〆切（１日3名先着順）

①8月4～22日9:00～16:00
　（土・日、8/11～15は休み）
②高校生以上大学生まで
③安治川保育園(波除1-6-6)
④７月31日(木)〆切
　（１日７名先着順）

①8月1～30日9:00～16:00
　（日曜、8/15は休み）
②高校生以上大学生まで
③波除学園（波除5-4-7）
④定員に達するまで
　（１日３名先着順）

①7月1日～8月29日9:00～16:00
　（土・日と8/13～15は休み）
②中学生以上
③港乳児保育センター(池島1-3-40)
④活動希望日の7日前まで
　（１日３名先着順）

①日時　②参加対象　③場所　④申込締切　※持ち物など詳細はお問い合わせください。

③7月24日（木）
　〆切

③7月29日（火）
　〆切

③8月19日（火）
　〆切

③8月19日（火）
　〆切

③8月22日（金）
　〆切 ③8月22日（金）

　〆切

③8月13日（水）
　〆切

③8月15日（金）
　〆切

③8月26日（火）
　〆切

③8月13日（水）
　〆切

③8月20日（水）
　〆切

地域の日本語教室での日本語指導
ボランティア。外国の人と日本語で
楽しくおしゃべり♪

子どもたちと遊んだり、生活面での
援助。元気でかわいい子どもたちと
たくさん遊んでくださいね♪

子どもたちと遊んだり、生
活面での援助。プールや水
遊びを中心に遊びます♪

元気でかわいい子どもたちがたくさ
んいます。一緒に楽しく過ごしま
しょう♪

子どもと一緒に遊んだり、生活面で
の援助。プールに入れる方はぜひ、一
緒に楽しみましょう♪

お申込みは

■ 市岡日本語教室 ■ 田

①8
※
（7
②小
③田
④7

地域の日本語教室での日本語語指導
ボランティア。外国の人と日本本語で
楽しく楽しくおしゃおしゃべり♪べり♪

子ども
援助。
たくさ

①7月18.25日８月22.29日(金)
　19:00～20:30
②高校生以上
③港区民センター(弁天2-11-10)
④開催日前日〆切

（ボランティア・市民活動体験）各施設も募集してまーす！

第8回 港区地域福祉講演会

生まれてこなければよかった命なんてひとつもないんだよ

平成26年9月20日（土）
港区民センター・ホール

午後２時～４時（開場　午後1時30分～）

● と　き

● ところ

先着350名
● 定　員

入場
無料

元フリーアナウンサーで
NPO法人ツナガリっちょ理
事。現在、講演家として、大
阪を拠点に全国で活躍中。

道志 真弓 講　師世界で３０数例の「１４トリソミー」という難病を抱えて産
まれた娘。どんな重い障害を持っていても「我が子」とい
うものは愛おしくかけがえのない宝物。歩く事も話す事も
できなかったけど、私の腕の中で息を引き取るまで、笑顔
の絶えない日々でした。娘と二人三脚で歩んだ８年８カ月
の日々をお話しします。
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※各施設の募集に関しては、ボランティア保険に加入する必要があります。

申込不要

ますようお願い申しあげます。
また、この秋には『港区ボランティア・市民活動センター』
を開設し、ボランティア活動等の活性化を目指します。
地域の皆様が気軽に楽しく活動できるよう、心がけていき
たいと思っています。
今後とも地域の皆様のご支援・ご協力をお願い申しあげ
ます。

事務局長　髙島康夫
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立ち座りに必要な足腰の筋力アップを図る運動や高齢者に必要な栄養
バランスのとれた食事、しっかりかんで食事や会話を楽しむためのお口
のケアなど、みんなでワイワイと楽しく学びます！！

～ゆったり、ほっこり、子育て応援～

対象

★第６回のみスキルアップ講座として、子育て支援ボランティア活動をされている方を中心に、講座内容に関心のある方への公開講座となります。

講 師

第5回
・すぐに役立つ遊びを伝授
　～子どもの心が豊かに育つには～
・ボランティアとしての視点
・ふりかえり

港区子ども・子育てプラザ 
保育士  伊井 真紀
港区社会福祉協議会 ひまわり
荻野 和代

9月
10時～12時
19日金

講師
第6回 NPO法人サンフェイス

代表　久田 亮平さん
10月 
10時～12時
7日 火

第4回 ・ボランティア体験をしてみよう！（いずれか1日）
（港子育て支援センター又は港区子ども・子育てプラザ）

9月 
10時～12時
9日講師

講師

講師

第1回

第2回

・オリエンテーション
・もっと知りたい！
港区の子育て状況と親子の背景
～児童虐待の現場から～

【港区役所】
保健福祉センター　
子育て支援担当課長
神崎 順子さん

8月
10時～12時
22日金

第3回
・子どもの“こころ”と“からだ”
～子育て支援の現場から～
・みんなで楽しく子育てしよう！
～ボランティアの魅力って？～

港子育て支援センター
保育士 井手 容子さん
港区主任児童委員
原田 由美子さん

9月
10時～12時
5日 金

・子どもに寄り添い、
 より良い関係を築く
～子育てが楽になる方法～

カウンセリングスペース・リヴ
代表  佐藤 まどかさん

8月 
10時～12時
29日金

火～13日土

ゆ たり ほ こり 子育て応援

子育て支 援 ボ ラン ティア 講 座
未来ある子どもたちが地域でスクスク成長できるよう、みんなで繋がりを持ちながら子育てを応援しませんか？

受講料 無料20名先着順原則全6回受講できる方で、本講座に関心がある方（年齢・男女問わず） ※区内在住・在勤優先定員

場　所 ▼ 港区子ども・子育てプラザ　３階講習室（磯路2-11-10）他
申込み ▼ 電話・ＦＡＸ・メール・来館のいずれかで港区社会福祉協議会ひまわり（おぎの）までご連絡ください。※一時保育有り：申込みの際にお申し出ください。
　　　　 港区社会福祉協議会・港区ボランティアビューロー　ＴＥＬ6575-1212/ＦＡＸ6575-1025　メール/himawari@minatoku-shakyo.com
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善意銀行だより会員募集のお願い
平成26年１月１日～平成26年5月31日までに下記の方々から善意銀行へ
の預託がありました。ご協力ありがとうございました。（敬称略・順不同）

港区社会福祉協議会では、区民の皆さまの福祉ニーズに応えられるよう多種多様な事業を行って
います。そのためには、会員として財源基盤を支えてくださる会費収入が重要な財源となります。
活動の趣旨にご賛同いただき、ご支援ご協力をいただける個人の方や・企業を募集しています。 

年間を通じて受け付けていますので、ご持参いただくか郵便局の口座へお振り込みください。

港区ボランティアグループ　ひまわり 
なかむら鍼灸治療院 
港区障がい者地域自立支援協議会 
築港地区更生保護女性会 
匿名 
匿名

150,000円
7,401円
687円

2,000円
52,411円
50,000円
262,499円計

一口 2，000円
一口 5，000円
00930-4-298694
社会福祉法人  
大阪市港区社会福祉協議会

個人会員
賛助会員（法人・団体）
口座番号

加入者名義

介護予防事業に
参加しませんか？

●運動の機能向上…月・水・金コースがあります（毎週１回・全１４回）
●栄 養 改 善…火曜日（月１回・全３回）
●口腔機能向上…木曜日（月１回・全３回）
　３ヶ月を１クールとして全２０回実施します。
　場所…港区社会福祉協議会（運動の最初と最後には看護師が血圧をはかります）

３ヶ月を1クールとして週1回、全14回
場所…市岡（木村ニコニコ運動教室）　築港（天保山ハッピー体操教室）
 夕凪（緒方接骨院）　三先（つばき整骨院）

６ヶ月を１クールとして月１回
場所…老人憩の家（南市岡は小学校）
内容…体操や歌・音楽などのレクリエーション、落語、クリスマス会
 など多彩なプログラムで心と体の健康を高めます。

介護予防教室を見てみましょう

港区地域包括支援センター　ひまわり
担当地域：波除・市岡・南市岡・弁天・磯路・田中

弁天2-15-1 
TEL.6575-1212 

「介護予防事業に参加してみたいな～」と思ったらまずは、ご相談ください
（地域で窓口が異なります）

港区南部地域包括支援センター
担当地域：三先・池島・八幡屋・港晴・築港

八幡屋2-15-21 
TEL.6536-8162

①６５歳以上の要支援・要介護を受けていない方。
②介護予防検診（チェックリスト及び医師の判断）を受けて、
　本事業に参加することが必要とされた方。
③参加の意思がある方。
※すべての要件を満たされた方。 

● 複合型プログラム

● 運動器の機能向上教室

● 閉じこもり等予防教室（いきいきサロン）

　　　★公開講座★
 すべての子どもに夢は必要だっっ！
～発達障がいのある子どもたちとの関わり～

✿ あいのまち
✿ 絆・愛・和 市岡
✿ すみよい、ふれ愛のまち
✿ おもいやりのあるあたたかいまち
✿ 人のつながりがあるまち 市岡!！

✿ ふれあいのまち
✿ あいさつとびかう明るいまち
✿ あいさつが響くあったか～いまち
✿ げんきなあいさつ心がかよう南市岡
✿ 住んで安心みんなの顔がわかる南市岡
✿ 親しみやすいHOT なまち 
　～心の温かさ・情熱・ホッとする～

※高齢者が幸せに年を重ねることを願って
　幸齢者としています。

アイラブみなと　NO.48

港区社会福祉協議会は港区役所と協働して、平成25年度、区内小学校下全
域において、地域の福祉課題を共有し、特性に応じた地域福祉を計画的・効果
的に推進していくため、地域や関係機関とともに、「地域福祉活動計画」を策
定しました。
ここでは11地域それぞれの計画の、大きな柱のみをご紹介します。各地域
の福祉活動計画の詳細につきましては、最寄りの老人憩の家、または港区社
会福祉協議会に冊子を置いておりますのでご覧ください。また、港区社会福
祉協議会のＨＰからもご覧いただけます。

6月14日・15日に島根県松江市で開催された、日本地域福祉学会で
「多様な住民の参画による地域福祉活動計画の策定の成果と今後の
課題」をテーマに港区社会福祉協議会から砂田、木村が参加し自由研
究発表を行いました。

港区地域
福祉活動計画

地域をつくるために地域をつくるために

「公」と「民」が力を合わせて、子どもも高齢者も障がい者も誰もがより
よく暮らしていけるような社会を目指す福祉が「地域福祉」です。
その「地域福祉」を実現していくために、住民一人ひとりがどのような活

動や行動をすればよいかを盛り込んだ計画が「地域福祉活動計画」です。 

地地つながり 支えあいの

市岡地域福祉活動計画

①高齢者支援活動、子育ち支援事業の推進
《障がい者、幸齢者にあたたかいまち 市岡》

②地域活動の
充実・発展

《みんなのパワー(力)が
集まるまち 市岡》

⑤生活問題・
環境問題への対策

《みんなの気づきでモラルの
高いまち　市岡》

③子育て・子育ち
支援活動の推進

《まち全体で子どもを育むまち 市岡》

④防災・防犯対策
活動の推進

《災害に強い安心・安全なまち 市岡》

～あいあいaプラン～

あいあいａプランとは、この計画で、あんしん・あんぜん・あったかい
あいのまち市岡をますます発展させていこうという思いを込めて

この愛称がつけられました。

南市岡地域福祉活動計画

①防災活動の推進
《地域防災をすすめるまち　南市岡》

②生活問題・
環境問題への対策
《マナーを守って暮らし
よいまち 南市岡》

⑥安心・安全な
まちづくりの推進
《気づきで築く

安全なまち　南市岡》

③ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《みんなが担い手
みんなで創る　南市岡》

⑤高齢者支援
活動の推進

《まちのみんなで高齢者を
見守るまち　南市岡》

コミュニティの創造テティの創造コミュニテニテ
みんなが担い手手担
なで創る　南市岡》岡》》南市岡南

⑤高齢者支高
活動の推活活動の推活動

《まちのみんなで高《まちの
見守るまち　南見

④子育て・子育ち支援活動の推進
《いきいきと子どもが育つまち　南市岡》

～すき屋根んプラン～

すき屋根んプランとは、南市岡地域が好きやねんという思いを、まちの特徴
でもある瓦屋根にかけて、この計画で、南市岡地域をますますあたたかくて
好きやねんと思えるまちにしていこうという思いを込めて、この愛称が

つけられました。
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「公」と「民」が力を合わせて 子どももももどどどども子子子子せててててわわせせ合合合わわ力をを合合が力力力力民」が」が「民「民民」とと「公公公」」「

これら6つの柱で
南市岡地域の

地域福祉を推進します

これら５つの柱で
市岡地域の

地域福祉を推進します

11地域の
地域福

祉活動

計画が
策定

されまし
た！ 波除地域福祉活動計画

～波市なかよしプラン～

これら５つの柱で
波除地域の

地域福祉を推進します

波市なかよしプランとは、波除地域も市岡元町地域も
いっしょに力を合わせて、この計画に取り組んでいこうと

いう思いを込めて愛称がつけられました。

波市なかよしプラン

③生活問題・環境問題への対策
《マナーが守られ、みんなに
やさしいまち　波除》

市岡元町地域もンとは、波除地域も市

祉を推

の対策の対対策のの対
に

④防災・防犯活動の推進
《日常から防災・防犯が意識できるまち　波除》

ら５つの

波波除除地地域域福福祉祉活活動動計計画
～波市市なななかかかよよよよしししププラン～波市なかよしプ ン

①高齢者支援・障がい者支援活動の推進
《世代を超えてみんなで支え合うまち　波除》

ここれら
波除

地地地地域福祉地域福祉域福祉

これこ ら

《世代を超えてみんなてみんな

②子育て・子育ち
支援活動の推進
《子どもの笑顔が
あふれるまち　波除》

の柱ででで
域の
推進しますすすすすすますす推進し

の柱ででで

え合うまち　波除》え合うま

⑤ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《子どもの頃からともに

地域活動ができるまち　波除》

いう思いを込めて愛称がつけ

✿ つながりを大切にしているまち

✿ あたたかく住みやすいまち

✿ 笑顔がいっぱい！なまち

✿ 人情のあるまち

✿ ハートのまち

報　告



2014年（平成26年）7月15日
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家族介護教室

電話/来所での相談
介護サービスや財産の管理
について知りたい、近所の方
の様子が心配など「こんな
ときどうしたら？」を私たち
が一緒に考えます。必要に応
じて訪問もしています。

港区地域包括支援センター（担当：山口・木村）　６５７５-１２１２
港区南部地域包括支援センター（担当：原澤・宮﨑）　６５３６-８１６２

お申込み・問い合わせ

日　時 ▼ 平成２６年９月１８日（木）　午後１時３０分～
場　所 ▼ 第２みなとデイサービスセンター　八幡屋３-１-１
定　員 ▼ ２０名

み
な
さ
ん
の
お
そ
ば
に　

港
区
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
。

〜
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
応
援
し
ま
す
〜

申込み多数の場合は介護をしているご家族を優先させていただきます。

高齢者の
相談窓口です

○月○日○曜日 職 員 の と あ る１ 日

港区で活動しているケアマ
ネジャーのみなさんと毎月１
回勉強会を行っています。

介護予防教室
「いつまでも元気でいたい」を
応援します。教室は各地域で
開催しています。
※介護認定を持っていない、
　６５歳以上の方が対象です。 じて訪問もしています。

家族のための
わかりやすい認知症介護術

地域での講座
高齢者の健康づくりや介
護・認知症のことなど、わか
りやすくお話しします。

平成26年度 家族介護教室のご案内

第１回

平成25年度　事業報告 平成26年度　事業計画
● 港区11校下において地域福祉活動計画策定会議を開催し、地域と関係機関・団体を結ぶ
役割を担い、地域の課題解決力の向上に向けて支援しました。

● 港区地域包括支援センターとして、高齢者が地域において抱える様々なニーズ発掘に努
め、きめ細かな対応ができるように、関係機関とともにネットワーク形成を進めました。

● 小学校・中学校をはじめ地域において、当事者の方々の声を聴き、「自分が知らないこと
を知ってもらう」「体験し身近に感じてもらう」ことを目的に福祉教育を実施しました。

● 新規事業としてシニア・サポート事業を港区から受託し、地域住民間の支え合いにより、
「困りごと」を解決していく『くらしサポート事業』を実施し、支える側のくらしサポーター
241名の登録があり、困りごとのある人とのマッチングを2,483件行いました。

● 地域生活支援ワーカー、地域見守りコーディネーター、地域ネットワーク委員等との連携
により、制度のはざまにある要援護者等の早期発見及び適切なサービス、機関へのコー
ディネートを行いました。

● 地域福祉活動計画実行に向けて、港区11校下でのスタートアップ会議を開催します。
● 支援を必要とする住民に対し、早期発見につながる新たなシステムの構築や支援を
利用しやすくするための情報発信や広報啓発を行います。

● 未来の港区を見据え、活動の担い手やボランティアの育成・支援を行います。
● 港区地域包括支援センターとして、高齢者が地域において抱える様々なニーズを発
掘します。また課題解決に向けたネットワーク形成を関係機関とともに進めます。

● 人のつながり、絆の大切さを伝えるために、若い世代や企業への福祉教育・福祉研修
に力を入れ、活動に誇りを持てるような取り組みを行います。

■ 収入の部
会費収入
寄附金収入
分担金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
　　　　計

400
11,500
7,558
50,000
1,000
93,678
150
5,700
62,200
600
2,973

235,759

平成25年度決算の概要（単位：千円）
平成26年度予算の概要（単位：千円）

■ 収入の部
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
利用料収入
雑収入
受取利息・雑収入
経理区分間繰入金収入
　　　　  計

328
10,841
52,270
515

98,868
151
6,167
67,001

3
827
2,992
1,394

241,357

■ 支出の部
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
共同募金配分事業
地域福祉推進基金事業
地域福祉活動推進事業
善意銀行事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
老人福祉センター事業
　　　　  計

12,796
53,439
6,167
869

22,216
394
332

41,808
12,289
33,101
19,594
20,281
223,286

■ 支出の部
法人運営事業
地域福祉活動支援事業
共同募金配分事業
地域福祉推進基金事業
地域福祉活動推進事業
善意銀行事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
介護予防事業
通所介護事業
生活福祉資金事業
老人福祉センター事業
 計

11,810
50,000
5,700
3,280
23,072
1,503
339

43,674
20,030
13,320
42,200
2,671
18,160
235,759

相談は無料
秘密は守ります

参 加
無 料

地域ケア会議
地域の方々や区役所、介護事
業所などと協力し、地域の課
題に一緒に取り組みます。

家族介護教室
介護をしているご家族がリフ
レッシュできる時間を一緒に
作ります。

ケアマネ連絡会

9：00 10：00 11：00

13：00 14：00 15：00

対象者　区内で介護している方や福祉・介護に関心のある方港区地域包括支援センターだより

・講座のあとに施設見学を予定しています。
・当日はひまわりから送迎車が出ています。ご希望の方は申込み時にその旨お伝えください。
（ひまわり　港区弁天２-１５-１）
・第２回目も同内容を予定しています。詳細はおってHP、広報紙などでお知らせいたします。

✿ 桜も喜ぶ　絆でつながる　磯路地域

✿ 便利でこじんまりと　仲良く桜咲くまち

✿ 仲良く助け合うまち

✿ ええまち　楽しいまち　磯路地域

✿ 三社神社と　桜の咲く町　磯路慢！！

✿ 夏祭りに燃える　熱い町

磯路地域福祉活動計画

①防災・防犯対策活動の推進
《安心・安全をみんなで創るまち　磯路》

②地域活動の
充実・発展

《ますます活動的な
まち　磯路》

⑥高齢者支援活動
子育ち支援活動の推進
《ともに(共に・友に)
支えるまち　磯路》

③環境問題への対策
《きれいな環境で
憩うまち　磯路》

⑤ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《つながりがある
まち　磯路》

境問題 の対策境問題への対策題へ
きれいな環境で環

磯路》路》路》うまち　磯磯

福祉コミュニティュ
《つながりが《つなが
まち　磯路まち

④生活問題への対策
《住みよいまち　磯路》

～いそちゃんやさしさプラン～

いそちゃんやさしさプランとは、この計画で、磯路地域のみんなで
ふれあいのあるやさしいまちづくりに取り組んでいこうという

思いを込めて愛称がつけられました。

三先地域福祉活動計画
～みらいあったか安心プラン～

みらいあったか安心プランとは、この計画で、未来の三先地域もますます
あたたかなふれあいのあるまちにしていこうという思いを込めて

この愛称がつけられました。

田中地域福祉活動計画

①地域福祉活動や地域情報の広報の充実
《情報がいき(行き・活き)とどくまち田中》

②防災・防犯対策
活動の推進
《防災・防犯に
取り組むまち 田中》

⑤高齢者支援活動
障がい者支援
活動の推進

《暮らしを支えあうまち 田中》

③地域活動の充実・発展
《楽しく仲良く関わり
あうまち 田中》

④生活問題
環境問題への対策

《気持ちよく暮らせるまち 田中》

～たなゆうプラン～
（田中・夕凪）

これら５つの柱で
田中地域の

地域福祉を推進します

たなゆうプランとは、田中地域も夕凪地域もいっしょに
この計画に取り組んでいこうという思いを込めて愛称がつけられました。

弁天地域福祉活動計画
～大好きや！弁天～

これら4つの柱で
弁天地域の

地域福祉を推進します

プランの愛称である《大好きや！弁天》は、この計画で弁天地域のふれあいの
輪がますます広がり、弁天地域にお暮らしの方々に弁天地域へのより一層の

愛着をもってもらいたいという思いを込めてつけられました。

ら4つの

～大好きや！弁天～大好きや！弁天

①生活問題・環境問題への対策
《マナーが守られ、安全に暮らせるまち　弁天》

域の
推進しますますすすすすすすすすすすすすすすす

の柱でで

問題への対策題へ
らせるまち　弁天》まち

④防災対策
活動の推進

《災害にみんなで
備えるまち　弁天》

弁天
地地地地地地地域地 福祉

これら

①生活問題 環問題
《マナーが守られ、安ーが守

②ふれあいのあるまち
福祉コミュニティの創造
《地域の活動で
つながるまち　弁天》

愛称である《大好きや！弁天》は、この計画で弁天地域のふれ
ます広がり、弁天地域にお暮らしの方々に弁天地域へのより

③子育て子育ち支援活動・高齢者支援活動の推進
《子育ても高齢者もみんなで支えるまち　弁天》

✿ いきなまち

✿ 便利でうれしい人情のまち

✿ ざっくばらんで住みやすいまち

✿ 安心・安全で住み良いまち　

～みらいあったか安心プラン～みら あ たか安心プ ン

①ふれあいのある福祉コミュニティの創造
《絆のまち　三先》

①ふれあいのある福のある福
《絆の

ミュニティの創造ミュニ
先》

みらいあったか安心プランとは
あたたかなふれあいのある

で、未来の三先地域もますます
るまちにしていこうという思いを込めて
は、この計画で
るまちにしてい

⑤地域活動の
発展・充実

《みんなが活躍する
まち　三先》

③防災・防犯対策
活動の推進

《まちぐるみで防災
防犯のまち　三先》

②生活問題・環境
問題への対策
《ルール、マナーが
守られるまち　三先》

④高齢者支援活動・障がい者
支援活動の推進

《支えあいのまち　三先》

これら５つの柱で
三先地域の

地域福祉を推進します

これら6つの柱で
磯路地域の

地域福祉を推進します

安心・安全
暖かなまち

人情豊かな
まち

ふれあいを
大切にずっと住み
続けたいまち

ご近所 仲良し
ほっとするまち

高齢者も
元気で活躍する

まち

みらいにむかって
ささえあう
きぼうのまち
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池島地域福祉活動計画

①生活問題・環境問題への対策
《暮らしのマナーをみんなで守るまち　池島》
①生活問題 環

《暮らしのマナーをみマナー

②ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《つながりの
あるまち　池島》

問題 対策
で守るまち　池島》守るまち

⑤高齢者支援活動・
子育ち支援活動の推進
《みんなで高齢者を支え
子どもを育むまち　池島》

～いけじマンプラン～

これら５つの柱で
池島地域の

地域福祉を推進します

いけじマンプランという愛称は、この計画で、池島地域をより
暮らしやすいつながりの深いまちにするために、ボランティア活動や
地域福祉活動をおこなう人、いけじマンがますます多くなるように

という思いを込めて、つけられました。

港晴地域福祉活動計画

みなとはれプランという愛称は、この計画で、港晴地域の未来が
みなと（みんなと）晴れやかなものになるようにという思いを込めて

地域名の港晴の名にもかけてつけられました。

4 5

シニア・サポート事業
 高齢化率の増加

障害者手帳
所持者の増加

・介護についての悩みや相談にのってもらいたい
・一人暮らしで心配。週に１度見守り訪問をしてもらいたい
・介護保険の手続きについて教えて欲しい

認知症高齢者の
増加

など、くらしの中の「困りごと」についてご相談ください。

閉じこもりなどの
社会的孤立の拡大

港区社会福祉協議会では、シニア・サポート事業を実施し、各地
域老人憩の家に「地域見守りコーディネーター」を配置していま
す。「地域見守りコーディネーター」は地域住民でありながら必
要な知識やノウハウをもつ支援者として、地域ネットワーク委員
会等と連携しながら地域の生活課題を抱える人の発掘や、個別
相談、地域住民同士での助け合いを支援していきます。

くらしの中で「チョットした困りごと」があった際、「手助けして
くれる人はいないかなぁ」ということはよくあるのではないで
しょうか？地域住民間の支え合いにより、「チョットした困りご
と」を解決していく「くらしサポート事業」を実施しています。
地域の中で、「ありがとう」や「おたがいさま」の気持ちや、住民
同士のつながりを広げていきませんか？

このような困り
ごとがあれば、下
記連絡先までお
電話ください。

・大きな荷物が運べな
いので、下まで降ろ
してもらいたい。
・ひとり暮らしで、体
調に不安がある。１
週間に１度くらい、
体調どうですか？と
見守り訪問をしても
らいたい。
・ゴミだしを手伝って
もらえないかなあ…

など、様々な生活課題を抱えている人々が増えています。行政や福祉機関だ
けでは複雑化するすべての地域課題に対応することは困難です。

困りごと、
くらしサポーター登録の
お問合せ先
受付時間：月～金　正午～午後4時　　
※築港は火～金　正午～午後4時　土曜　午前10時～午後2時　
※個別相談や会議などで不在の場合があります。

波除老人憩の家
弁天会館老人憩の家
磯路会館老人憩の家
南市岡老人憩の家
市岡会館老人憩の家
田中老人憩の家・田中会館

6583-8800
6571-8508
6571-3633
6583-7788
6571-8419
6574-6133

憩の家 電話番号
三先憩いの家
池島いこいの家敷地内
ネットワーク委員会事務室
八幡屋会館老人憩の家
港晴東会館老人憩の家
築港会館老人憩の家

6574-4248
6577-6301
6577-7766
6577-5228
6577-5371

憩の家 電話番号

ちょっとした困りごとありませんか？
くらしの中で「チョットした困りごと」があった際、「手助けして
くれる人はいないかなぁ」ということはよくあるのではないで
しょうか？地域住民間の支え合いにより、「チョットした困りご

ちょっとした困りごとありませんか？ちょっとした困りごとありませんか？

ボランティア登録をしたからといって、すべての要望に応えなけれ
ばならないというものではありません。
ボランティア登録者ができる範囲で活動を行っていただきます。

地域生活支援事業

あんしんさぽーと

地域生活支援事業は年齢や性別など問わず、区内
に居住している住民に対し、地域において自立した生
活が送れるよう支援しています。

「年齢的に介護サービスが利用できない方」「支援が必要と思われるのに本人が拒否されている」「ひきこもりな
ど子どもの事で相談したい」「ごみ屋敷」など他の福祉制度では対応が難しい「制度のはざまにある方」に対し、本
人や家族、地域の方等からの相談に応じて、課題の発見やニーズの把握に努め、必要な情報提供・助言、適切な社
会資源への連絡調整など様々な相談支援を行っています。
また、住民の課題を個人的な問題として対応するだけでなく、地域課題として考え、地域や関係機関と連携して
課題に取り組み支援しています。                                     　　　　
※お困りの事や近隣で心配な方がおられましたら、ご連絡ください。

●生活に必要な福祉サービスが利用できるように手続きの支援や契約の立会いなどを行います。
●福祉サービスの利用料金の支払い代行や医療費・公共料金等のお支払い手続きなど日常的な金銭管理を行います。
●役所に出す書類の書き方や手続きの仕方などの説明や支援を行います。
●家に置いておくと心配な通帳や証書などを安全な場所に保管します。
●その他、金銭被害を未然に防止するように努めます。
　あんしんさぽーとは任意の委任契約です。利用者ご本人の利用意向によって支援計画を作成し、計画に沿って支援します。

病気や障がいで判断能力が十分でない方（認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など）が地域で安心して
生活できるように、暮らしとお金を守るお手伝いをする権利擁護事業です。

港区民生委員児童委員協議会が受付相談を担ってこられた生活福祉資金事業は、
港区社会福祉協議会に事務移管され、4月1日から受付相談を行っています。
この貸付は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要

な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに
在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的
としています。

（日常生活自立支援事業）

生活福祉資金事業（実施主体：大阪府社会福祉協議会）

対象 低所得者、障がい者又は高齢者の世帯で、大阪市内に居住（居住地と住民票が一致すること）する方

内容 安定した生活を営むために、国と大阪府が資金を出し、低利で必要な資金をお貸しする貸
付金制度で、大阪府社会福祉協議会が実施主体となっています。貸付にあたっては、大阪府
社会福祉協議会による審査があります。審査により、償還の見込みが困難と判断される場
合は、ご利用いただけない（または貸付額を減額する）場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

祉を推地域福祉 推進しま

いけじマンプランという
暮らしやすいつながりの深いまちにするため

③地域福祉活動の発展・充実
《地域活動をみんなで
盛り上げるまち　池島》

ます

画で、池島地域をより
に ボランティア活動や

う愛称は、この計画
いまちにするため

祉を推福祉 推進しま

充実充実 ④防災活動の推進
《災害に備えるまち　池島》

港港晴晴地地域域福福祉祉活活動動計計画

①高齢者支援活動の推進
《高齢者を見守り、支えるまち　港晴》

活動の推進
えるまち　港晴》えるまち　《高齢者を見守り見守り

②子育て・子育ち
支援活動の推進

《子どもの育みを地域で
支えるまち　港晴》

⑤防災活動の推進
《日ごろから災害に
備えるまち　港晴》

みなとはれプランという愛称
みなと（みんなと）晴れやかなも

支えるまち　港晴》港

③ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《繋がりで築く、ふれあい
豊かなまち　港晴》

計画で、港晴地域の未来が
ものになるようにという思いを込めて
称は、この計
ものになる

④生活問題・
環境問題への対策
《マナー、ルールを守って
安全なまち　港晴》

これら５つの柱で
港晴地域の

地域福祉を推進します

築港地域福祉活動計画

①地域のつながりの強化
《地域のみんなでつながる 築港》《地域のみんな域のみんな

②生活問題
環境問題への対策

《暮らしやすいまち 築港》

つながる 築港》つながる 築

⑤地域住民による
元気なまちづくり

《いきいきとしたまち 築港》

③地域活動、高齢者
支援活動の推進

《お互いさまでささえあう 築港》

④防災活動の推進
《防災・減災で安心安全な 築港》

みなとまちプランとは、築港地域が み な と ま ち であることと

この計画が み ん な と ま ち づくりをすすめるプ ラ ン にしたい

という思いを込めて愛称がつけられました。

これら５つの柱で
築港地域の

地域福祉を推進します

✿ あたたかいまち
✿ つながりのあるまち
✿ 交通の便が良いまち
✿ 築港今昔物語 夢のあるまち
✿ 歴史と新しいものがマッチした町

～みなとはれプラン～ ～みなとまちプラン～

お問合せは…港区社会福祉協議会 〒552-0007 大阪市港区弁天2-15-1
☎6575-1212　　　 6575-1025　　　 http://www.minato.kusyakyou.or.jp

など

ボ
ば
ボ

くらし
 サポーター

登録していただける方は
各地域の憩の家にて
手続きを行います。

募集中！
（対応してくださるボランティア）

地域の方

地域見守りコーディネーター

✿ 住みやすく親しみのあるまち

✿ 住みやすく人情豊かなまち

✿ 人にやさしい住みよいまち

✿ 元気ですみよいまち

✿ 汽笛の聞こえるまち

池島地域活動協議会は、ふくし部会、青少

年・子ども部会、まちづくり・防災・防犯部

会、総務・広報部会の4部会で構成されてお

り、「いけじマン」とは、地域を良くするため

に活動していく、地域住民なら誰でもなれ

るヒーロー・ヒロインである。

みんなも「いけじマン」になろう！！

八幡屋地域福祉活動計画

①防災・防犯対策活動の推進
《みんなで守る防災・防犯のまち 八幡屋》

②地域活動の充実・発展
《まちぐるみのふれあいが

あるまち 八幡屋》

⑤地域活動の
担い手の育成

《住民の力を集めて
築く 八幡屋》

③生活問題
環境問題への対策

《マナー良し、暮らし良し 
八幡屋》

④高齢者支援活動
子育て・子育ち支援活動の推進

《支えあうネットワークのあるまち 八幡屋》

～八幡屋しあわせプラン～

これら５つの柱で
八幡屋地域の

地域福祉を推進します

八幡屋しあわせプランとは、この計画で、八幡屋に暮らすみんなで
しあわせになろうという思いを込めて愛称がつけられました。
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池島地域福祉活動計画

①生活問題・環境問題への対策
《暮らしのマナーをみんなで守るまち　池島》
①生活問題 環

《暮らしのマナーをみマナー

②ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《つながりの
あるまち　池島》

問題 対策
で守るまち　池島》守るまち

⑤高齢者支援活動・
子育ち支援活動の推進
《みんなで高齢者を支え
子どもを育むまち　池島》

～いけじマンプラン～

これら５つの柱で
池島地域の

地域福祉を推進します

いけじマンプランという愛称は、この計画で、池島地域をより
暮らしやすいつながりの深いまちにするために、ボランティア活動や
地域福祉活動をおこなう人、いけじマンがますます多くなるように

という思いを込めて、つけられました。

港晴地域福祉活動計画

みなとはれプランという愛称は、この計画で、港晴地域の未来が
みなと（みんなと）晴れやかなものになるようにという思いを込めて

地域名の港晴の名にもかけてつけられました。

4 5

シニア・サポート事業
 高齢化率の増加

障害者手帳
所持者の増加

・介護についての悩みや相談にのってもらいたい
・一人暮らしで心配。週に１度見守り訪問をしてもらいたい
・介護保険の手続きについて教えて欲しい

認知症高齢者の
増加

など、くらしの中の「困りごと」についてご相談ください。

閉じこもりなどの
社会的孤立の拡大

港区社会福祉協議会では、シニア・サポート事業を実施し、各地
域老人憩の家に「地域見守りコーディネーター」を配置していま
す。「地域見守りコーディネーター」は地域住民でありながら必
要な知識やノウハウをもつ支援者として、地域ネットワーク委員
会等と連携しながら地域の生活課題を抱える人の発掘や、個別
相談、地域住民同士での助け合いを支援していきます。

くらしの中で「チョットした困りごと」があった際、「手助けして
くれる人はいないかなぁ」ということはよくあるのではないで
しょうか？地域住民間の支え合いにより、「チョットした困りご
と」を解決していく「くらしサポート事業」を実施しています。
地域の中で、「ありがとう」や「おたがいさま」の気持ちや、住民
同士のつながりを広げていきませんか？

このような困り
ごとがあれば、下
記連絡先までお
電話ください。

・大きな荷物が運べな
いので、下まで降ろ
してもらいたい。
・ひとり暮らしで、体
調に不安がある。１
週間に１度くらい、
体調どうですか？と
見守り訪問をしても
らいたい。
・ゴミだしを手伝って
もらえないかなあ…

など、様々な生活課題を抱えている人々が増えています。行政や福祉機関だ
けでは複雑化するすべての地域課題に対応することは困難です。

困りごと、
くらしサポーター登録の
お問合せ先
受付時間：月～金　正午～午後4時　　
※築港は火～金　正午～午後4時　土曜　午前10時～午後2時　
※個別相談や会議などで不在の場合があります。

波除老人憩の家
弁天会館老人憩の家
磯路会館老人憩の家
南市岡老人憩の家
市岡会館老人憩の家
田中老人憩の家・田中会館

6583-8800
6571-8508
6571-3633
6583-7788
6571-8419
6574-6133

憩の家 電話番号
三先憩いの家
池島いこいの家敷地内
ネットワーク委員会事務室
八幡屋会館老人憩の家
港晴東会館老人憩の家
築港会館老人憩の家

6574-4248
6577-6301
6577-7766
6577-5228
6577-5371

憩の家 電話番号

ちょっとした困りごとありませんか？
くらしの中で「チョットした困りごと」があった際、「手助けして
くれる人はいないかなぁ」ということはよくあるのではないで
しょうか？地域住民間の支え合いにより、「チョットした困りご

ちょっとした困りごとありませんか？ちょっとした困りごとありませんか？

ボランティア登録をしたからといって、すべての要望に応えなけれ
ばならないというものではありません。
ボランティア登録者ができる範囲で活動を行っていただきます。

地域生活支援事業

あんしんさぽーと

地域生活支援事業は年齢や性別など問わず、区内
に居住している住民に対し、地域において自立した生
活が送れるよう支援しています。

「年齢的に介護サービスが利用できない方」「支援が必要と思われるのに本人が拒否されている」「ひきこもりな
ど子どもの事で相談したい」「ごみ屋敷」など他の福祉制度では対応が難しい「制度のはざまにある方」に対し、本
人や家族、地域の方等からの相談に応じて、課題の発見やニーズの把握に努め、必要な情報提供・助言、適切な社
会資源への連絡調整など様々な相談支援を行っています。
また、住民の課題を個人的な問題として対応するだけでなく、地域課題として考え、地域や関係機関と連携して
課題に取り組み支援しています。                                     　　　　
※お困りの事や近隣で心配な方がおられましたら、ご連絡ください。

●生活に必要な福祉サービスが利用できるように手続きの支援や契約の立会いなどを行います。
●福祉サービスの利用料金の支払い代行や医療費・公共料金等のお支払い手続きなど日常的な金銭管理を行います。
●役所に出す書類の書き方や手続きの仕方などの説明や支援を行います。
●家に置いておくと心配な通帳や証書などを安全な場所に保管します。
●その他、金銭被害を未然に防止するように努めます。
　あんしんさぽーとは任意の委任契約です。利用者ご本人の利用意向によって支援計画を作成し、計画に沿って支援します。

病気や障がいで判断能力が十分でない方（認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者など）が地域で安心して
生活できるように、暮らしとお金を守るお手伝いをする権利擁護事業です。

港区民生委員児童委員協議会が受付相談を担ってこられた生活福祉資金事業は、
港区社会福祉協議会に事務移管され、4月1日から受付相談を行っています。
この貸付は、低所得者、障がい者または高齢者の世帯に対し、資金の貸付けと必要

な相談支援を行うことにより、その経済的自立および生活意欲の助長促進ならびに
在宅福祉および社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的
としています。

（日常生活自立支援事業）

生活福祉資金事業（実施主体：大阪府社会福祉協議会）

対象 低所得者、障がい者又は高齢者の世帯で、大阪市内に居住（居住地と住民票が一致すること）する方

内容 安定した生活を営むために、国と大阪府が資金を出し、低利で必要な資金をお貸しする貸
付金制度で、大阪府社会福祉協議会が実施主体となっています。貸付にあたっては、大阪府
社会福祉協議会による審査があります。審査により、償還の見込みが困難と判断される場
合は、ご利用いただけない（または貸付額を減額する）場合があります。

※詳しくはお問い合わせください。

祉を推地域福祉 推進しま

いけじマンプランという
暮らしやすいつながりの深いまちにするため

③地域福祉活動の発展・充実
《地域活動をみんなで
盛り上げるまち　池島》

ます

画で、池島地域をより
に ボランティア活動や

う愛称は、この計画
いまちにするため

祉を推福祉 推進しま

充実充実 ④防災活動の推進
《災害に備えるまち　池島》

港港晴晴地地域域福福祉祉活活動動計計画

①高齢者支援活動の推進
《高齢者を見守り、支えるまち　港晴》

活動の推進
えるまち　港晴》えるまち　《高齢者を見守り見守り

②子育て・子育ち
支援活動の推進

《子どもの育みを地域で
支えるまち　港晴》

⑤防災活動の推進
《日ごろから災害に
備えるまち　港晴》

みなとはれプランという愛称
みなと（みんなと）晴れやかなも

支えるまち　港晴》港

③ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《繋がりで築く、ふれあい
豊かなまち　港晴》

計画で、港晴地域の未来が
ものになるようにという思いを込めて
称は、この計
ものになる

④生活問題・
環境問題への対策
《マナー、ルールを守って
安全なまち　港晴》

これら５つの柱で
築晴地域の

地域福祉を推進します

築港地域福祉活動計画

①地域のつながりの強化
《地域のみんなでつながる 築港》《地域のみんな域のみんな

②生活問題
環境問題への対策

《暮らしやすいまち 築港》

つながる 築港》つながる 築

⑤地域住民による
元気なまちづくり

《いきいきとしたまち 築港》

③地域活動、高齢者
支援活動の推進

《お互いさまでささえあう 築港》

④防災活動の推進
《防災・減災で安心安全な 築港》

みなとまちプランとは、築港地域が み な と ま ち であることと

この計画が み ん な と ま ち づくりをすすめるプ ラ ン にしたい

という思いを込めて愛称がつけられました。

これら５つの柱で
築港地域の

地域福祉を推進します

✿ あたたかいまち
✿ つながりのあるまち
✿ 交通の便が良いまち
✿ 築港今昔物語 夢のあるまち
✿ 歴史と新しいものがマッチした町

～みなとはれプラン～ ～みなとまちプラン～

お問合せは…港区社会福祉協議会 〒552-0007 大阪市港区弁天2-15-1
☎6575-1212　　　 6575-1025　　　 http://www.minato.kusyakyou.or.jp

など

ボ
ば
ボ

くらし
 サポーター

登録していただける方は
各地域の憩の家にて
手続きを行います。

募集中！
（対応してくださるボランティア）

地域の方

地域見守りコーディネーター

✿ 住みやすく親しみのあるまち

✿ 住みやすく人情豊かなまち

✿ 人にやさしい住みよいまち

✿ 元気ですみよいまち

✿ 汽笛の聞こえるまち

池島地域活動協議会は、ふくし部会、青少

年・子ども部会、まちづくり・防災・防犯部

会、総務・広報部会の4部会で構成されてお

り、「いけじマン」とは、地域を良くするため

に活動していく、地域住民なら誰でもなれ

るヒーロー・ヒロインである。

みんなも「いけじマン」になろう！！

八幡屋地域福祉活動計画

①防災・防犯対策活動の推進
《みんなで守る防災・防犯のまち 八幡屋》

②地域活動の充実・発展
《まちぐるみのふれあいが

あるまち 八幡屋》

⑤地域活動の
担い手の育成

《住民の力を集めて
築く 八幡屋》

③生活問題
環境問題への対策

《マナー良し、暮らし良し 
八幡屋》

④高齢者支援活動
子育て・子育ち支援活動の推進

《支えあうネットワークのあるまち 八幡屋》

～八幡屋しあわせプラン～

これら５つの柱で
八幡屋地域の

地域福祉を推進します

八幡屋しあわせプランとは、この計画で、八幡屋に暮らすみんなで
しあわせになろうという思いを込めて愛称がつけられました。
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家族介護教室

電話/来所での相談
介護サービスや財産の管理
について知りたい、近所の方
の様子が心配など「こんな
ときどうしたら？」を私たち
が一緒に考えます。必要に応
じて訪問もしています。

港区地域包括支援センター（担当：山口・木村）　６５７５-１２１２
港区南部地域包括支援センター（担当：原澤・宮﨑）　６５３６-８１６２

お申込み・問い合わせ

日　時 ▼ 平成２６年９月１８日（木）　午後１時３０分～
場　所 ▼ 第２みなとデイサービスセンター　八幡屋３-１-１
定　員 ▼ ２０名

み
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ば
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ま
す
〜

申込み多数の場合は介護をしているご家族を優先させていただきます。

高齢者の
相談窓口です

○月○日○曜日 職 員 の と あ る１ 日

港区で活動しているケアマ
ネジャーのみなさんと毎月１
回勉強会を行っています。

介護予防教室
「いつまでも元気でいたい」を
応援します。教室は各地域で
開催しています。
※介護認定を持っていない、
　６５歳以上の方が対象です。 じて訪問もしています。

家族のための
わかりやすい認知症介護術

地域での講座
高齢者の健康づくりや介
護・認知症のことなど、わか
りやすくお話しします。

平成26年度 家族介護教室のご案内

第１回

平成25年度　事業報告 平成26年度　事業計画
● 港区11校下において地域福祉活動計画策定会議を開催し、地域と関係機関・団体を結ぶ
役割を担い、地域の課題解決力の向上に向けて支援しました。

● 港区地域包括支援センターとして、高齢者が地域において抱える様々なニーズ発掘に努
め、きめ細かな対応ができるように、関係機関とともにネットワーク形成を進めました。

● 小学校・中学校をはじめ地域において、当事者の方々の声を聴き、「自分が知らないこと
を知ってもらう」「体験し身近に感じてもらう」ことを目的に福祉教育を実施しました。

● 新規事業としてシニア・サポート事業を港区から受託し、地域住民間の支え合いにより、
「困りごと」を解決していく『くらしサポート事業』を実施し、支える側のくらしサポーター
241名の登録があり、困りごとのある人とのマッチングを2,483件行いました。

● 地域生活支援ワーカー、地域見守りコーディネーター、地域ネットワーク委員等との連携
により、制度のはざまにある要援護者等の早期発見及び適切なサービス、機関へのコー
ディネートを行いました。

● 地域福祉活動計画実行に向けて、港区11校下でのスタートアップ会議を開催します。
● 支援を必要とする住民に対し、早期発見につながる新たなシステムの構築や支援を
利用しやすくするための情報発信や広報啓発を行います。

● 未来の港区を見据え、活動の担い手やボランティアの育成・支援を行います。
● 港区地域包括支援センターとして、高齢者が地域において抱える様々なニーズを発
掘します。また課題解決に向けたネットワーク形成を関係機関とともに進めます。

● 人のつながり、絆の大切さを伝えるために、若い世代や企業への福祉教育・福祉研修
に力を入れ、活動に誇りを持てるような取り組みを行います。

■ 収入の部
会費収入
寄附金収入
分担金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
雑収入
受取利息配当金収入
　　　　計

400
11,500
7,558
50,000
1,000
93,678
150
5,700
62,200
600
2,973

235,759

平成25年度決算の概要（単位：千円）
平成26年度予算の概要（単位：千円）

■ 収入の部
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
助成金収入
受託金収入
事業収入
共同募金配分金収入
介護保険収入
利用料収入
雑収入
受取利息・雑収入
経理区分間繰入金収入
　　　　  計

328
10,841
52,270
515

98,868
151
6,167
67,001

3
827
2,992
1,394

241,357

■ 支出の部
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
共同募金配分事業
地域福祉推進基金事業
地域福祉活動推進事業
善意銀行事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防事業
通所介護事業
居宅介護支援事業
老人福祉センター事業
　　　　  計

12,796
53,439
6,167
869

22,216
394
332

41,808
12,289
33,101
19,594
20,281
223,286

■ 支出の部
法人運営事業
地域福祉活動支援事業
共同募金配分事業
地域福祉推進基金事業
地域福祉活動推進事業
善意銀行事業
あんしんさぽーと事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
介護予防事業
通所介護事業
生活福祉資金事業
老人福祉センター事業
 計

11,810
50,000
5,700
3,280
23,072
1,503
339

43,674
20,030
13,320
42,200
2,671
18,160
235,759

相談は無料
秘密は守ります

参 加
無 料

地域ケア会議
地域の方々や区役所、介護事
業所などと協力し、地域の課
題に一緒に取り組みます。

家族介護教室
介護をしているご家族がリフ
レッシュできる時間を一緒に
作ります。

ケアマネ連絡会

9：00 10：00 11：00

13：00 14：00 15：00

対象者　区内で介護している方や福祉・介護に関心のある方港区地域包括支援センターだより

・講座のあとに施設見学を予定しています。
・当日はひまわりから送迎車が出ています。ご希望の方は申込み時にその旨お伝えください。
（ひまわり　港区弁天２-１５-１）
・第２回目も同内容を予定しています。詳細はおってHP、広報紙などでお知らせいたします。

✿ 桜も喜ぶ　絆でつながる　磯路地域

✿ 便利でこじんまりと　仲良く桜咲くまち

✿ 仲良く助け合うまち

✿ ええまち　楽しいまち　磯路地域

✿ 三社神社と　桜の咲く町　磯路慢！！

✿ 夏祭りに燃える　熱い町

磯路地域福祉活動計画

①防災・防犯対策活動の推進
《安心・安全をみんなで創るまち　磯路》

②地域活動の
充実・発展

《ますます活動的な
まち　磯路》

⑥高齢者支援活動
子育ち支援活動の推進
《ともに(共に・友に)
支えるまち　磯路》

③環境問題への対策
《きれいな環境で
憩うまち　磯路》

⑤ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《つながりがある
まち　磯路》

境問題 の対策境問題への対策題へ
きれいな環境で環

磯路》路》路》うまち　磯磯

福祉コミュニティュ
《つながりが《つなが
まち　磯路まち

④生活問題への対策
《住みよいまち　磯路》

～いそちゃんやさしさプラン～

いそちゃんやさしさプランとは、この計画で、磯路地域のみんなで
ふれあいのあるやさしいまちづくりに取り組んでいこうという

思いを込めて愛称がつけられました。

三先地域福祉活動計画
～みらいあったか安心プラン～

みらいあったか安心プランとは、この計画で、未来の三先地域もますます
あたたかなふれあいのあるまちにしていこうという思いを込めて

この愛称がつけられました。

田中地域福祉活動計画

①地域福祉活動や地域情報の広報の充実
《情報がいき(行き・活き)とどくまち田中》

②防災・防犯対策
活動の推進
《防災・防犯に
取り組むまち 田中》

⑤高齢者支援活動
障がい者支援
活動の推進

《暮らしを支えあうまち 田中》

③地域活動の充実・発展
《楽しく仲良く関わり
あうまち 田中》

④生活問題
環境問題への対策

《気持ちよく暮らせるまち 田中》

～たなゆうプラン～
（田中・夕凪）

これら５つの柱で
田中地域の

地域福祉を推進します

たなゆうプランとは、田中地域も夕凪地域もいっしょに
この計画に取り組んでいこうという思いを込めて愛称がつけられました。

弁天地域福祉活動計画
～大好きや！弁天～

これら4つの柱で
弁天地域の

地域福祉を推進します

プランの愛称である《大好きや！弁天》は、この計画で弁天地域のふれあいの
輪がますます広がり、弁天地域にお暮らしの方々に弁天地域へのより一層の

愛着をもってもらいたいという思いを込めてつけられました。

ら4つの

～大好きや！弁天～大好きや！弁天

①生活問題・環境問題への対策
《マナーが守られ、安全に暮らせるまち　弁天》

域の
推進しますますすすすすすすすすすすすすすすす

の柱でで

問題への対策題へ
らせるまち　弁天》まち

④防災対策
活動の推進

《災害にみんなで
備えるまち　弁天》

弁天
地地地地地地地域地 福祉

これら

①生活問題 環問題
《マナーが守られ、安ーが守

②ふれあいのあるまち
福祉コミュニティの創造
《地域の活動で
つながるまち　弁天》

愛称である《大好きや！弁天》は、この計画で弁天地域のふれ
ます広がり、弁天地域にお暮らしの方々に弁天地域へのより

③子育て子育ち支援活動・高齢者支援活動の推進
《子育ても高齢者もみんなで支えるまち　弁天》

✿ いきなまち

✿ 便利でうれしい人情のまち

✿ ざっくばらんで住みやすいまち

✿ 安心・安全で住み良いまち　

～みらいあったか安心プラン～みら あ たか安心プ ン

①ふれあいのある福祉コミュニティの創造
《絆のまち　三先》

①ふれあいのある福のある福
《絆の

ミュニティの創造ミュニ
先》

みらいあったか安心プランとは
あたたかなふれあいのある

で、未来の三先地域もますます
るまちにしていこうという思いを込めて
は、この計画で
るまちにしてい

⑤地域活動の
発展・充実

《みんなが活躍する
まち　三先》

③防災・防犯対策
活動の推進

《まちぐるみで防災
防犯のまち　三先》

②生活問題・環境
問題への対策
《ルール、マナーが
守られるまち　三先》

④高齢者支援活動・障がい者
支援活動の推進

《支えあいのまち　三先》

これら５つの柱で
三先地域の

地域福祉を推進します

これら6つの柱で
磯路地域の

地域福祉を推進します

安心・安全
暖かなまち

人情豊かな
まち

ふれあいを
大切にずっと住み
続けたいまち

ご近所 仲良し
ほっとするまち

高齢者も
元気で活躍する

まち

みらいにむかって
ささえあう
きぼうのまち
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立ち座りに必要な足腰の筋力アップを図る運動や高齢者に必要な栄養
バランスのとれた食事、しっかりかんで食事や会話を楽しむためのお口
のケアなど、みんなでワイワイと楽しく学びます！！

～ゆったり、ほっこり、子育て応援～

対象

★第６回のみスキルアップ講座として、子育て支援ボランティア活動をされている方を中心に、講座内容に関心のある方への公開講座となります。

講 師

第5回
・すぐに役立つ遊びを伝授
　～子どもの心が豊かに育つには～
・ボランティアとしての視点
・ふりかえり

港区子ども・子育てプラザ 
保育士  伊井 真紀
港区社会福祉協議会 ひまわり
荻野 和代

9月
10時～12時
19日金

講師
第6回 NPO法人サンフェイス

代表　久田 亮平さん
10月 
10時～12時
7日 火

第4回 ・ボランティア体験をしてみよう！（いずれか1日）
（港子育て支援センター又は港区子ども・子育てプラザ）

9月 
10時～12時
9日講師

講師

講師

第1回

第2回

・オリエンテーション
・もっと知りたい！
港区の子育て状況と親子の背景
～児童虐待の現場から～

【港区役所】
保健福祉センター　
子育て支援担当課長
神崎 順子さん

8月
10時～12時
22日金

第3回
・子どもの“こころ”と“からだ”
～子育て支援の現場から～
・みんなで楽しく子育てしよう！
～ボランティアの魅力って？～

港子育て支援センター
保育士 井手 容子さん
港区主任児童委員
原田 由美子さん

9月
10時～12時
5日 金

・子どもに寄り添い、
 より良い関係を築く
～子育てが楽になる方法～

カウンセリングスペース・リヴ
代表  佐藤 まどかさん

8月 
10時～12時
29日金

火～13日土

ゆ たり ほ こり 子育て応援

子育て支 援 ボ ラン ティア 講 座
未来ある子どもたちが地域でスクスク成長できるよう、みんなで繋がりを持ちながら子育てを応援しませんか？

受講料 無料20名先着順原則全6回受講できる方で、本講座に関心がある方（年齢・男女問わず） ※区内在住・在勤優先定員

場　所 ▼ 港区子ども・子育てプラザ　３階講習室（磯路2-11-10）他
申込み ▼ 電話・ＦＡＸ・メール・来館のいずれかで港区社会福祉協議会ひまわり（おぎの）までご連絡ください。※一時保育有り：申込みの際にお申し出ください。
　　　　 港区社会福祉協議会・港区ボランティアビューロー　ＴＥＬ6575-1212/ＦＡＸ6575-1025　メール/himawari@minatoku-shakyo.com
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善意銀行だより会員募集のお願い
平成26年１月１日～平成26年5月31日までに下記の方々から善意銀行へ
の預託がありました。ご協力ありがとうございました。（敬称略・順不同）

港区社会福祉協議会では、区民の皆さまの福祉ニーズに応えられるよう多種多様な事業を行って
います。そのためには、会員として財源基盤を支えてくださる会費収入が重要な財源となります。
活動の趣旨にご賛同いただき、ご支援ご協力をいただける個人の方や・企業を募集しています。 

年間を通じて受け付けていますので、ご持参いただくか郵便局の口座へお振り込みください。

港区ボランティアグループ　ひまわり 
なかむら鍼灸治療院 
港区障がい者地域自立支援協議会 
築港地区更生保護女性会 
匿名 
匿名

150,000円
7,401円
687円

2,000円
52,411円
50,000円
262,499円計

一口 2，000円
一口 5，000円
00930-4-298694
社会福祉法人  
大阪市港区社会福祉協議会

個人会員
賛助会員（法人・団体）
口座番号

加入者名義

介護予防事業に
参加しませんか？

●運動の機能向上…月・水・金コースがあります（毎週１回・全１４回）
●栄 養 改 善…火曜日（月１回・全３回）
●口腔機能向上…木曜日（月１回・全３回）
　３ヶ月を１クールとして全２０回実施します。
　場所…港区社会福祉協議会（運動の最初と最後には看護師が血圧をはかります）

３ヶ月を1クールとして週1回、全14回
場所…市岡（木村ニコニコ運動教室）　築港（天保山ハッピー体操教室）
 夕凪（緒方接骨院）　三先（つばき整骨院）

６ヶ月を１クールとして月１回
場所…老人憩の家（南市岡は小学校）
内容…体操や歌・音楽などのレクリエーション、落語、クリスマス会
 など多彩なプログラムで心と体の健康を高めます。

介護予防教室を見てみましょう

港区地域包括支援センター　ひまわり
担当地域：波除・市岡・南市岡・弁天・磯路・田中

弁天2-15-1 
TEL.6575-1212 

「介護予防事業に参加してみたいな～」と思ったらまずは、ご相談ください
（地域で窓口が異なります）

港区南部地域包括支援センター
担当地域：三先・池島・八幡屋・港晴・築港

八幡屋2-15-21 
TEL.6536-8162

①６５歳以上の要支援・要介護を受けていない方。
②介護予防検診（チェックリスト及び医師の判断）を受けて、
　本事業に参加することが必要とされた方。
③参加の意思がある方。
※すべての要件を満たされた方。 

● 複合型プログラム

● 運動器の機能向上教室

● 閉じこもり等予防教室（いきいきサロン）

　　　★公開講座★
 すべての子どもに夢は必要だっっ！
～発達障がいのある子どもたちとの関わり～

✿ あいのまち
✿ 絆・愛・和 市岡
✿ すみよい、ふれ愛のまち
✿ おもいやりのあるあたたかいまち
✿ 人のつながりがあるまち 市岡!！

✿ ふれあいのまち
✿ あいさつとびかう明るいまち
✿ あいさつが響くあったか～いまち
✿ げんきなあいさつ心がかよう南市岡
✿ 住んで安心みんなの顔がわかる南市岡
✿ 親しみやすいHOT なまち 
　～心の温かさ・情熱・ホッとする～

※高齢者が幸せに年を重ねることを願って
　幸齢者としています。

アイラブみなと　NO.48

港区社会福祉協議会は港区役所と協働して、平成25年度、区内小学校下全
域において、地域の福祉課題を共有し、特性に応じた地域福祉を計画的・効果
的に推進していくため、地域や関係機関とともに、「地域福祉活動計画」を策
定しました。
ここでは11地域それぞれの計画の、大きな柱のみをご紹介します。各地域
の福祉活動計画の詳細につきましては、最寄りの老人憩の家、または港区社
会福祉協議会に冊子を置いておりますのでご覧ください。また、港区社会福
祉協議会のＨＰからもご覧いただけます。

6月14日・15日に島根県松江市で開催された、日本地域福祉学会で
「多様な住民の参画による地域福祉活動計画の策定の成果と今後の
課題」をテーマに港区社会福祉協議会から砂田、木村が参加し自由研
究発表を行いました。

港区地域
福祉活動計画

地域をつくるために地域をつくるために

「公」と「民」が力を合わせて、子どもも高齢者も障がい者も誰もがより
よく暮らしていけるような社会を目指す福祉が「地域福祉」です。
その「地域福祉」を実現していくために、住民一人ひとりがどのような活

動や行動をすればよいかを盛り込んだ計画が「地域福祉活動計画」です。 

地地つながり 支えあいの

市岡地域福祉活動計画

①高齢者支援活動、子育ち支援事業の推進
《障がい者、幸齢者にあたたかいまち 市岡》

②地域活動の
充実・発展

《みんなのパワー(力)が
集まるまち 市岡》

⑤生活問題・
環境問題への対策

《みんなの気づきでモラルの
高いまち　市岡》

③子育て・子育ち
支援活動の推進

《まち全体で子どもを育むまち 市岡》

④防災・防犯対策
活動の推進

《災害に強い安心・安全なまち 市岡》

～あいあいaプラン～

あいあいａプランとは、この計画で、あんしん・あんぜん・あったかい
あいのまち市岡をますます発展させていこうという思いを込めて

この愛称がつけられました。

南市岡地域福祉活動計画

①防災活動の推進
《地域防災をすすめるまち　南市岡》

②生活問題・
環境問題への対策
《マナーを守って暮らし
よいまち 南市岡》

⑥安心・安全な
まちづくりの推進
《気づきで築く

安全なまち　南市岡》

③ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《みんなが担い手
みんなで創る　南市岡》

⑤高齢者支援
活動の推進

《まちのみんなで高齢者を
見守るまち　南市岡》

コミュニティの創造テティの創造コミュニテニテ
みんなが担い手手担
なで創る　南市岡》岡》》南市岡南

⑤高齢者支高
活動の推活活動の推活動

《まちのみんなで高《まちの
見守るまち　南見

④子育て・子育ち支援活動の推進
《いきいきと子どもが育つまち　南市岡》

～すき屋根んプラン～

すき屋根んプランとは、南市岡地域が好きやねんという思いを、まちの特徴
でもある瓦屋根にかけて、この計画で、南市岡地域をますますあたたかくて
好きやねんと思えるまちにしていこうという思いを込めて、この愛称が

つけられました。
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「公」と「民」が力を合わせて 子どももももどどどども子子子子せててててわわせせ合合合わわ力をを合合が力力力力民」が」が「民「民民」とと「公公公」」「

これら6つの柱で
南市岡地域の

地域福祉を推進します

これら５つの柱で
市岡地域の

地域福祉を推進します

11地域の
地域福

祉活動

計画が
策定

されまし
た！ 波除地域福祉活動計画

～波市なかよしプラン～

これら５つの柱で
波除地域の

地域福祉を推進します

波市なかよしプランとは、波除地域も市岡元町地域も
いっしょに力を合わせて、この計画に取り組んでいこうと

いう思いを込めて愛称がつけられました。

波市なかよしプラン

③生活問題・環境問題への対策
《マナーが守られ、みんなに
やさしいまち　波除》

市岡元町地域もンとは、波除地域も市

祉を推

の対策の対対策のの対
に

④防災・防犯活動の推進
《日常から防災・防犯が意識できるまち　波除》

ら５つの

波波除除地地域域福福祉祉活活動動計計画
～波市市なななかかかよよよよしししププラン～波市なかよしプ ン

①高齢者支援・障がい者支援活動の推進
《世代を超えてみんなで支え合うまち　波除》

ここれら
波除

地地地地域福祉地域福祉域福祉

これこ ら

《世代を超えてみんなてみんな

②子育て・子育ち
支援活動の推進
《子どもの笑顔が
あふれるまち　波除》

の柱ででで
域の
推進しますすすすすすますす推進し

の柱ででで

え合うまち　波除》え合うま

⑤ふれあいのある
福祉コミュニティの創造
《子どもの頃からともに

地域活動ができるまち　波除》

いう思いを込めて愛称がつけ

✿ つながりを大切にしているまち

✿ あたたかく住みやすいまち

✿ 笑顔がいっぱい！なまち

✿ 人情のあるまち

✿ ハートのまち

報　告


