
平成29年度　事業計画・予算計画平成28年度　事業報告・決算報告
● 介護予防・日常生活支援総合事業への移行に向けて、住民主体のサロン活動や生活支援
サービスを地域に広げ、支え合いのある地域づくりを進めます。

● 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業を通じ、要援護者情報の地域との
共有、要援護者を適切なサービス等へつなぐ専門的な支援、認知症高齢者の徘徊等に対
する早期発見・保護の取り組みを行います。

● 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、小・中学生など若い世代や企業への福祉教
育・福祉学習に力を入れ、福祉に対する理解と関心を深めます。

● 平成27年度から新しい総合事業への移行に向けて、生活支援コーディネーター配置事業を受
託し、生活に密着した地域福祉課題の抽出や高齢者等、地域住民の集いの場づくり向けた実
態把握に努めるとともに、地域における新たな居場所づくりに向けた支援を行いました。

● 港区地域包括支援センターとして、認知症高齢者支援地域連携事業や在宅医療・介護
連携推進事業などを通して、きめ細やかな対応ができるように地域や関係機関ととも
にネットワーク形成を進めました。また、地域ケア会議を通して複合課題のある高齢者
とその家族の支援体制の構築に努めました。

● 見守り相談室として、地域包括支援センター、ブランチ等との連携のもとで徘徊声かけ
訓練を実施し、参加者の町会長や地域ネットワーク委員などの認知症に関する意識の
向上に努めました。

● 小学校、中学校をはじめ地域において、地域見守りコーディネーターや主任児童委員な
ど地域住民の協力のもと、体験を通した福祉教育を実施しました。

■ 収入の部
会費収入

寄附金収入

経常経費補助金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

介護保険収入

受取利息・雑収入

その他の収入

積立資産取崩収入
　　　　計

平成29年度予算の概要（単位：千円）

平成28年度決算の概要（単位：千円） ■ 収入の部
320

9,300

50,031

5,700

116,611

220

370

67,800

2,572

100

253,024

■ 支出の部

■ 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
介護予防支援事業
介護予防事業
通所介護事業
生活福祉資金事業
生活支援コーディネーター配置事業
老人福祉センター事業
当期資金収支差額
　　　　　　計

14,160
52,243
5,774
1,713
31,139
623
422

48,934
25,019
6,275
32,096
2,923
7,311
18,869
10,723
258,224

277

9,242

57,980

116,796

225

370

68,847

2,978

362

1,147
258,224

ひまわりだより港 区 社 協
団塊・シニア世代の男性の居場所づくりを目的に、平成21年にできた男
性のみのボランティアグループです。
悠々自適の「悠」、遊びの「遊」、友人の「友」から名付けられた「ゆうゆう
クラブ」は、『楽しもう！独りじゃない！一歩前へ！』をキーワードに、イベ
ントでの子ども向け工作、ふれあい喫茶やデイサービスでのイベントの
お手伝いなどに携わっています。また、興味のある講座を開催したり、
施設見学に行ったりと自己研鑽にも努めています。大阪市内に数少
ない男性のみのボランティアグループと料理教室や合同グランドゴ
ルフなどで交流を深め、お互いに良
い刺激も与え合っています。
毎月第2水曜日に港区社会福
祉協議会で定例会を開催してい
ます。ご興味のある方は、ぜひ
見学に来てください。

fuku cafe 通信
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ひまわり通信

社会福祉法人　大阪市港区社会福祉協議会　2017年（平成29年）7月15日

会員募集のお願い 善意銀行だより
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。事業の推
進には、当協議会の財源基盤としての
会費収入が非常に重要となります。そ
こで活動の趣旨にご賛同いただき、会
員として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。

平成29年１月１日～平成29年5月31日までに
下記の方々から善意預託がありました。ご協
力ありがとうございました。（敬称略・順不同）

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

個人会員
賛助会員（法人・団体）
口座番号

加入者名義

7月・12月発行

マスコットキャラクター
くしゃきょん

ゆうゆうクラブ
港区在宅デイサービスセンターひまわり

♪みんないっしょにボランティア体験しちゃおう♪

①日時　②場所　③条件　
④募集人数
⑤持ち物

（定員になり次第締め切り）

パソコン苦楽部
普段パソコン、タブレット、スマホを使ってい
て、チョットした操作や、疑問点があれば、み
んなで楽しく話しをしながら解決しましょ
う。
①7月27日（木)13:00～15:00
②港区社会福祉協議会1階
③どなたでも　④５名
⑤パソコン・タブレット・スマホ（持参出来ない方も参加可能）

音訳しましょう♪
♥朗読ボランティアグループ　しおかぜ
広報紙を音訳♪港区役所のHPから自分の
声が聞けます。

①8月26日(土)13：00～16：00
②港区社会福祉協議会ひまわり2階 (弁天2-15-1)
③中学生以上　④５名
⑤筆記用具・飲み物

高齢者食事サービス
♥ボランティアグループ ひまわり

テーブルセッティング､配膳などの体験♪高
齢者とお話ししながらの楽しい活動です。

①8月10(木)10:00～13:00
②港区老人福祉センター(夕凪2-5-22)
③小学3年生以上　④５名
⑤エプロン

手話でコミュニケーション
♥手話サークル 帆船

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しょう。
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｡
①8月24日（木)12:45～15:00
②手と手とハウス(波除5-4-18)
③小学1年生以上　④５名　⑤不要

おもちゃの修理
♥おおさか  みなと  おもちゃ病院

壊れたおもちゃを治します。治せた時の感激
を一緒に体験しましょう♪
①1）8月５日（土）2）8月22日（火）13:00～15:00
②1）港区子ども・子育てプラザ（磯路2-11-10）
　2）港区社会福祉協議会ひまわり1階fukucafe（弁天2-15-1）
③中学生以上　④5名
⑤プラスドライバー（大・小）

～親子で学ぶ認知症サポーター養成講座～

ひまわり通信夏号です
2017年（平成29年）より介護保険法が改訂され介護予防・日常生活支援総合

事業（新しい総合事業）がはじまりました。国は、団塊の世代が75歳以上を迎える
2025年を目途に、認知症や重度の要介護状態になっても最後まで住み慣れた地
域で自分らしく暮らせるようにと医療・介護と生活支援
が包括的に確保される体制を目指しています。
デイサービス（通所介護）では今までの介護予防

サービスとして提供していたものが、これからは介護
予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）となり
ます。総合事業は「制度の改正」という面だけでなく、
「地域の人が地域を支える」という意味合いがありま
す。従来のホームヘルパーやデイサービスだけでな
く、住民も担い手になり地域を支え合うことを掲げられています。
住民参加による幅広い支え合いが総合事業の目指すところ

です。
我々従来型のデイサービスセンターも地域での役割を今一度

考えて、地域づくりに貢献していきたいと思います。

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
シニアサポート事業
見守りネットワーク強化事業
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
生活支援体制整備事業
　　　　  　　計

10,190
50,031
5,700
2,350
14,683
17,762
302
415

51,150
32,040
3,500
35,800
2,900
19,001
7,200

253,024

ふれあい喫茶
♥ハピネスグループ

①7月３０(日)13:15～15:30
②港区子ども･子育てプラザ(磯路2-11-10)
③小学１年生以上　④何名でも
⑤スリッパ（上靴）

子育てサロン夏祭り
♥おはなしぷーさん

①8月５日(土)11:00～12:00
②波除市営住宅7･8号棟集会所(波除4-8)
③小学3年生以上　④5名　⑤なし　

遊びを豊かに♪
♥おもちゃ図書館　ひまわり

①７月1５日(土)　９月16日（土）13:30～15:30
②港区民センター 2階 橘 (弁天2-1-5)
③高校生以上
④５名　⑤なし

日本語教室
♥にほんご教室　弁天町

①8月10日（木）24日（木）19:00～20:30
※オリエンテーション18：45～
②弁天町オーク　７階 生涯学習センター (弁天1-2-2-700)
③どなたでも　④何名でも　⑤なし

身体に良い食生活を
♥港区食生活改善推進員協議会 桜栄会
３歳児検診時に野菜計量クイズや輪投げな
どのゲームを一緒に楽しみましょう♪

①８月9日（水)13：00～16:00
②港区保健福祉センター1階(市岡1-15-25)
③小学４年生以上　④5名　⑤なし

歌体操ボランティア
♥港区健康教室　歌体操

①8月８日(火)10:30～12:00 
②港区老人福祉センター (夕凪2-5-22)
③小学1年生以上　④５名
⑤タオル・お茶　動きやすい服装でご参加ください。

大きな声で合唱したり、全身を使って体を動
かします。頭の体操にもなりますよ♪

喫茶ボランティア
♥cafe  de ひまわり（おやじカフェ）
地域の方が気軽に集まるふれあいの場。おやじの
少しこだわったコーヒーをお出しするお手伝い。
折り紙を楽しむ時間もありますよ♪
①8月1６日(水)11:30～14:00
②港区社会福祉協議会　
　ひまわり１階 fuku cafe(弁天2-15-1)
③中学生以上　④３名　⑤エプロン

日本民謡
♥日本民謡　八昇会

①8月26日(土)15:00～17:00
②南市岡会館(南市岡2-7-18)
③小学１年生以上
④何人でも　⑤なし

日本民謡の練習体験♪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!!

デイサｰビスセンタ-ひまわり夏祭り

①8月23.24.25日(水･木･金)9:30～15:00 
※8/22（火）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2階 デイルーム
③小学２年生以上　④５名　⑤浴衣（あれば）

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!
気軽にご参加くださいね。

港区社会福祉協議会ひまわり・港区ボランティア・市民活動センター

氏名・住所・連絡先・年齢とご希望の活動を担当までご連絡ください。
TEL6575-1212・FAX6575-1025 h imawa r i@m i na to ku - s h a k yo . c om申込み・お問合せ

と思っているそこのあなた｡　
ちょっと覗いてみませんか?

認知症サポーターは認知症の人の応援者です。特別なことをする人ではありません
親子で認知症のことを学んでみませんか？

※参加者には、キッズサポーター認定証とオレンジリングをお渡しします。

認知症ってなんやろ～？

あなたは、認知症キッズサポーター養成講座を
修了されたことを証します。
平成29年7月29日

キッズサポーター認定証

港
区
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ラ
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メ
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連
絡
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大阪市港区キャラバン・メイト連絡会

氏名　　　　　　　様

自由課題に
ぴったり！
自由課題に
ぴったり！
自由課題に
ぴったり！

ベラジオコーポレーション株式会社 
一般財団法人 大阪青年会議所 
繁栄ワイワイ市場
松田　光江 
伊豫　睦枝 
 計

11,700円
86,073円
3,000円
3,200円
3,400円

100,773円
（物品預託）
匿名
デルーサ・マックス 市岡店

尿とりパッド、紙おむつ
お菓子

会費収入

寄附金収入

市区町村交付金収入

共同募金配分金収入

受託金収入

事業収入

負担金収入

介護保険収入

受取利息配当金収入

その他の収入

　　　　  計

は認知症 人 応援者 す 特別な とをする人 は

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

区社協だよりは、朗読ボランティアグループ
「しおかぜ」のご協力を得て、音声CDを作成し
ています。ご希望の方は、港区社会福祉協議会

までご連絡くだ
さい。なお、ホー
ムページでも、
音声版で公開し
ております。

お 知 ら せ

日　時／7月29日（土）10：00～11：30
場　所／港区社会福祉協議会　ひまわり２F会議室
 弁天2-15-1　TEL6575-1212　FAX6575-1025
内　容／お話し・寸劇・クイズなど
対象者／小学４・5・6年生の親子（子どもだけの参加も可）
人　数／20組　40名（申込み先着順）
申　込／電話・メールにてお申込みください。 昨年度の開催の様子

主　催／港区キャラバン・メイト連絡会（港区社会福祉協議会内）　共　催／港区子ども・子育てプラザ

夏休み
企　画

大好評！！

ヨーヨー釣り､スーパーボール
すくい､くじ引きなど出店のお
手伝い。一緒に楽しみましょ
う。

子どもたちと遊んだり、お客様と
会話したりしながら楽しく一緒に
ボランティア活動しましょう♪

発達の気になる子どもたちにお
もちゃの素晴らしさと遊びの楽
しさを♪

日本語の練習をしている外
国の方とお話しませんか？

講座や研修、イベントのご案内や、地域の活
動の様子もわかる区社協のfacebookをぜ
ひご覧ください。
みなさまのいいね！
をお待ちしています。

事業内容の詳細閲覧や、くしゃ
きょん（区社協マスコット）の出
演依頼申し込みまで出来る！区
社 協 の ホ ー ム
ページはこちら
からどうぞ！ブ
ログ「くしゃきょ
ん日記」は必見！ 〒552-0007 大阪市港区弁天2-15-1

　　6575-1212　　　 6575-1025　　　 http://minatoku-shakyo.com
この広報紙は共同募金配分金で

作成しています。TEL港区社会福祉協議会



対象者の方へ見守り相談室から
同意確認のため「同意書」を郵送
しています。(①)未返信の方など
は調査員が訪問し同意確認をして
います。名簿情報を地域に提供す
ることに同意された場合（②）、要
援護者名簿に登録し（③④）、地域
の見守り活動や災害時の避難支
援などにつなげます。（⑤）

①同意確認
　（郵送・訪問）

③名簿作成

⑤見守り

対象者

④名簿提供

地域団体
民生委員など

地域の見守り
活動者②同意

要援護者名簿

区社協
見守り相談室

港区社協だより　NO.54 2017年（平成29年）7月15日
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夢がふくらむ　新しい風がふく　　
集う門にはふく来たる♪

cafeナカ企画

ハワイアンリボンレイ（ハロウィンバージョン）
2色の細いリボンを編んでストラップを作ろう！！
小さい子どもさんから大人まで同じ空間で会話しながら、
一緒に手芸を楽しみましょう♪講師はボランティアの豊川万里さんです。

８月１９日(土)10：00～12：00日　時

時　間／1３：00～１５：30　対　象／講座内容に関心のある方　先着３０名
場　所／港区社会福祉協議会ひまわり 2F会議室　
　　　　住所：港区弁天2-15-1　TEL:6575-1212　FAX:6575-1025
主　催／港区社会福祉協議会、港区ボランティア・市民活動センター　
共　催／ダンボの会、こどもたちの笑顔をつなぐ会

どなたでも（小学3年生以下は保護者同伴）対　象

２０名定　員はさみ持ち物300円材料費 8月3日(木)締　切

ｃafé de ひまわり
地域の方々が気軽にコミュニケーションが取れるみんなの
居場所です♪毎回楽しめるプチイベントを、開催しています！
▶開催日 奇数月の第3水曜日
▶時　間 10：00～15：00
▶メニュー コーヒー・紅茶・ジュース

などミニパン付で

申込不要fuku cafeだより 申込不要

●毎月第3火曜日　
●10：00～10：40
ゆる～り ゆるり
イスに座っての参加も大丈夫 
ボランティアさんと一緒に、
無理なく体を動かしましょう！
講師はボランティアの問谷啓子さんです。

お達者ゆるり体操
●毎月第4火曜日　
●13：00～15：00
おもちゃドクターが壊れたおもちゃ
の修理をします。
時にはおもちゃが
入院することも…
ボランティアグループ
おおさか・みなと・おもちゃ病院

おちゃべり（おもちゃ病院出張所）

●毎月第２・４木曜日　
●13：30～15：00
パソコンを持参して、
お互いに教え合いながら
楽しい時間を一緒に
過ごしましょう
ボランティアグループ
パソコン苦楽部

パソコンで楽しもう♪
●不定期 土曜日 　
●10：00～12：00

ｃａｆｅナカ企画

ボランティさんたちの思いやア
イデアを実践する場として、いろ
いろな講座を開催しています。
『こんなことしてみたい!』…
がある方、募集中！

100円

▶開催日 偶数月の第3水曜日
▶時　間 11：30～14：00
▶メニュー おやじセレクトの

コーヒー・ジュース
ナッツ付きで

100円

※申込み時に○赤黒○オレンジ・茶　希望をお選びください

※10月より第2金曜日10：00～に変更します！！

※7月19日（水）プチイベント開催！！
　Let'ｓ認知症予防！　13:30～
　予防のための心と身体のエクササイズ！

バルーンアート♪
初めての方やお子さん、ご高齢者の方でも
「バルーンアートを作ってみたい」「やった事ないけどやってみたい」
という方は誰でも歓迎します！バルーンアートを作って楽しい時間を過ごしましょう！！
講師はボランティアの川真田ひろ子さんと川添美雪さんです。

8月26日(土)10：00～12：00日　時

どなたでも（小学4年生以下は保護者同伴）対　象

10名（どなたでも）定　員300円材料費

8月10日(木)締　切

メール、FAX、電話、来館にてお申込みください。申し込み方法

毎月第３土曜日14：00～16：00日　時
港近隣センター（港区八幡屋1-4-20）２Ｆ第４会議室場　所

１８歳以下の不登校の子をもつ親対　象 100円（お茶・お菓子代として）費　用

ボランティアグループ「こどもたちの笑顔をつなぐ会」主　催

メール、FAX、電話、来館にてお申込みください。申込み方法

不登校の子どもをもつ親の集い「サロンdeゆるり」

お問合せ：港区社会福祉協議会ひまわり 地域支援担当　TEL:6575-1212／FAX:6575-1025

どうしてわが子だけが・・・不登校の子をもつ親の悩みはさまざまです。
この会は、同じ悩みをもつ親同士が集まって、お互いに話し合うことで、
理解し合い、支え合うことを目的としています。

の第3水曜日
おやじカフェ

不
どうしてわ

誕生！

ボ ラ ン テ ィ ア 講 座

傾聴予備校耳を傾け心の目できく

誰かに聞いてもらうことで心が軽くなることってありませんか？　
思いを・・気持ちを・・体験を・・経験を・・　ありのまま受け止め「聴かせていただく」　
心に寄り添いながらお話しに耳を傾けることを学びます。

港区社会福祉協議会ひまわり　
地域支援担当　TEL : 6575-1212

お問合せ

被災者や被災地の支援を目的に、ボランティ
ア活動を効果的・効率的におこなうために設置
される、災害からの復興支援に特化したボラン
ティアセンターです。
全国から駆けつけたボランティアを効果的に
被災現場へつなぐとともに、現場のニーズに
あったボランティアをセンターから派遣します。

災害時には・・・
災害ボランティアセンターを

設置運営します！

災害ボランティアセンター
とは？？

港区災害ＶＣマスコット『くしゃきょん』

私たちは、被災者の目
線に立って、寄り添い
型の災害ボランティア
センターを目指します！

A B

港区社会福祉協議会　港区ボランティア・市民活動センター　
TEL:6575-1212・FAX:6575-1025
　  himawari@minatoku-shakyo.com

9/5
（火）
9/11
（月）
9/26
（火）

「傾聴」の基本を学ぶ
一般社団法人　ソーシャルギルド
副代表　　江熊遊斗さん

精神保健福祉総合研究所
代表　田村雅幸さん
場所：特別養護老人ホーム
愛港園

日程 内　　容 講　　師
8/22
（火）
8/29
（火）

子どもの心の声を聴く ～見えない相手の心を開く～
「こどもたちの笑顔をつなぐ会」について

認知症の方のお話しを聴く ～心と会話しよう～
「ダンボの会」について

心の病をもつ方のお話しを聴く
～寄り添うことの大切さ～

高齢者施設で「傾聴」
を体験しましょう♪

いずみこどもAIDチャイルドライン支援センター　
理事　関戸真紀さん
（社福）波除福祉会　在宅介護支援センターさくら
管理者　中島健浩さん

大阪市委託事業　地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

『見守り相談室』からのお願い
誰もが住み慣れた地域で孤立することなく安心して生活でき、地域の方々がお互いに助け合って声を
かけ合えるよう、地域におけるきめ細やかな見守りネットワークの実現をめざします。

地域で孤立しがちで課題を抱え
ていそうな方、様々な要因により
適切な支援を受けられ
ていない方などに対し
て、訪問によりアプロー
チを行い、適切なサー
ビスへつなぎます。

平日／9：00～19：00　土曜日／9：00～17：30開設時間

港区弁天2-15-1住　　所

お問合せ 6575-1214　　　6575-1025TEL FAX

よろしく
お願いします

名簿整備に
ご協力お願いします

地域で孤立しがちで課題を抱え

気になる方・心配な方が
おられましたらご相談ください！

地域団体
民生委員など

・孤立死リスクの高い要援護者
 （福祉サービスを受けていない独居高齢者など）
・セルフネグレスト
 （支援を拒む要援護者やゴミ屋敷など）

見守り相談室 ③アプローチ・支援

①警察に行方不明届を提出 ⑥警察による保護

③行方不明者の情報配信

⑥家族等に
　よる迎え

②相談

①異変を発見
地域住民

対象者あの人ちゃんと
何かのサービスに
繋がってるかな？

いつもゴミが
溢れているけど
生活は大丈夫
なのかな？

ずっと郵便
たまっていて
心配・・・

協力事業者のみなさまには
行方不明者の情報がメールやファックスなどで届きます。　協力事業者の皆様は、業務に支障のない範囲で捜索にご協
力いただき、発見の際はご連絡ください。

②発見協力を
　依頼

見守り相談室

④見守り相談室へ
　ご一報を！

ひまわりじゃらんに 
登録お願いします！！

申込み・お問合せ

協力事業者大募集！！
認知症高齢者等が行方不明になった
際に、少しでも早い発見・保護のため、
登録をお願いいたします！
（詳細につきましてはお問い合わせく
ださい。）

ひまわりじゃらん登録事業者

港区役所
港区包括支援センター
港区南部包括支援センター
港南ブランチ
築港ブランチ
市岡東ブランチ
大阪ガスセキュリティサービス
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
南海電気鉄道株式会社
大阪上本町駅（近鉄）
大阪港駅（大阪市営地下鉄）
朝潮橋駅（大阪市営地下鉄）
弁天町駅（大阪市営地下鉄）
愛徳福祉会　ゆうなぎ園
愛徳福祉会　あさしお園　
寿印刷株式会社

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

名前No

※現在登録の事業所など（順不同）

見守りネットワークで早期発見

⑤報告
　「見つかり
　ました！」

⑤報告
　「見つかり
　ました！」

⑤報告
　「見つかり
　ました！」

※❶～❺の科目の詳細についてはお気軽にお問合せください

連携

発見・保護！行方不明発生！

警
察

徘徊でお困りの方のご登録をお待ちしています！！
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1 弁天屋
2 喫茶SEN
3 喫茶・軽食　檸檬
4 手づくりパンの店　あるぷす
5 竹之内商店
6 氏川熔工所
7 訪問理美容トイ
8 港波除郵便局
9 産経新聞　弁天町店
10 株式会社　札野鉄工所
11 株式会社　ニッコー　波除店
12 元気薬局　波除店
13 ロイス・カフェ
14 お好み焼　幸
15 美容室おしゃれ泥棒
16 喫茶　フレンド
17 セブンーイレブン大阪弁天4丁目店
18 株式会社　安治川商店
19 ジョウフクストア
20 理容ナカノ
21 コモ田鮮魚店
22 弁天町オーク内郵便局
23 港弁天郵便局
24 フルージュの森
25 ヘアサロンＣａｎｄｙ
26 大阪市港図書館
27 デイサービス「やすらぎ」
28 グループホーム「やすらぎ」
29 第２グループホーム「やすらぎ」
30 第３グループホーム「やすらぎ」
31 ケアプランセンター「やすらぎ」
32 イキミ薬局　弁天町店
33 セガミ薬局　弁天町店
34 さぬい歯科
35 Tea　room　純
36 おそうざい、おべんとうの店 まんぷく
37 セブンーイレブン大阪磯路２丁目店
38 木出商店
39 喫茶リカ

40 大阪グレートCOFFEE
41 食堂　ハーバース
42 カットサロン　アーチ
43 菓舗しのぶ
44 株式会社　ゆめホーム
45 尼崎信用金庫　港支店
46 片岡ガラス店
47 ヤクルト磯路センター
48 長濱珈琲店
49 八幡屋クリーニング
50 なぎさ薬局
51 珈琲苑　呂満
52 株式会社　赤丸食堂
53 佐藤糸店
54 在宅介護サービスステーションあおぞら
55 喫茶ジュミー
56 喫茶アリス
57 井上牛乳店
58 港市岡郵便局
59 正札家百貨店
60 丸紀運送株式会社
61 武内電気
62 セブンーイレブン大阪市岡１丁目店
63 株式会社　ひらのや
64 西村運送
65 ファミリーマート市岡１丁目店
66 ヘア＆エステSPA
67 西明寺
68 ヘアーサロンヤング
69 サイクルショップ　ハルコマ
70 大阪港郵便局
71 きぬや食堂
72 徳重商会
73 エンド薬局
74 朝日湯
75 食鮮館カーム
76 ヒカリ薬局
77 ケーズ薬店
78 岡電化サービス

79 喫茶　伸
80 大阪夕凪橋郵便局
81 港田中郵便局
82 イリフネ電器
83 バード薬局
84 セブンーイレブン大阪夕凪１丁目店
85 丹田歯科医院
86 café　HIRO
87 アクト　ミヤシゲ
88 森 電化サービス
89 はまおか酒店
90 花の店さくら
91 藤巻たばこ店
92 山本長助事務所
93 サトウ電化
94 イキミ薬局
95 セブンーイレブン大阪福崎3丁目店
96 三好歯科医院
97 大阪シティ信用金庫　港支店
98 小規模多機能あおぞら
99 クリーニングまえだ
100 文田整骨院
101 相互住建株式会社
102 おざさ医院
103 入舟温泉
104 洋品雑貨の店　おば
105 リビング用品 暮しの百貨 アシダ
106 びわこ餅
107 Ｙショップ八幡屋中村店
108 谷本商店
109 ほのぼの休憩所
110 佐々木接骨院
111 山本時計店
112 コミュニティーストア　くわだ
113 お好み焼屋　かとちゃん
114 曽我青果店
115 末よし
116 池田ふとん店
117 ボタン屋・お好み焼屋

118 港入舟郵便局
119 港八幡屋郵便局
120 喜たこ（八幡屋店）
121 光文具
122 稲荷温泉
123 喫茶　紫瑠美亜
124 でんきのナカイ
125 浪華園茶舗
126 藤川整骨院
127 前川酒店
128 窯焼きピッツァ　Ｃｉａｏ
129 産経新聞　朝潮橋店
130 居酒屋　よしの
131 築瀬青果店
132 みなと調剤薬局
133 境川薬局
134 ナニワドラック八幡屋
135 ヤハタヤカメラ
136 青芳園
137 八幡理容
138 ウキジマ薬局
139 フォーユー薬局　朝潮橋店
140 寿印刷株式会社
141 有限会社フクオカ電機
142 テルメ龍宮
143 あいらぶ工房
144 ホンマクリーニング
145 入船すし
146 （有）中塚屋
147 ヤクルト港晴センター
148 イキミ薬局　中央体育店
149 イキミ薬局　港晴北店
150 とみもと歯科医院
151 P&Pさんこー港
152 喫茶　ロマン
153 河田整骨院
154 御菓子司　静月
155 有限会社　かどや
156 築港米穀店

157 理容はんにゃ
158 ファミリーマート築港店
159 カフェレスト馬酔木
160 大阪築港郵便局
161 うしお薬局
162 築港地域在宅サービスステーション
163 かねだ歯科
164 こう歯科クリニック
165 あわや食堂
166 ヤクルト　境川センター
167 生活協同組合　おおさかパルコープ
168 からだ元気治療院　大正・港区店
169 布亀株式会社
170 まごころ弁当

4 5

港区社協だより　NO.54 2017年（平成29年）7月15日

見守り協力事業者さん大活躍
1

ある日の見守り協力事業者さん　
配達中の出来事

■港区見守り協力事業者　一覧

例えば・・・
気軽に集える場や、運動できる場が欲しい

例えば・・・
ひとり暮らしで心配、
声かけや見守りをして欲しい
ちょっとしたお手伝い、
電球の交換やゴミ出しを
して欲しい

施設・空き家
提供します

電球替えなど
生活サービスも
提供しています 地域で見守りや、ちょっとした

お手伝いをしています

得意なことで地域貢献や
何かボランティアしたいな

社会資源の把握と利用者ニーズのマッチング

あれ！？　〇〇さん
最近、徘徊が多くなってきているな～
家とは反対だし心配だ！

2

波
除

弁
天

磯
路

磯
路

南
市
岡

市
岡

田
中

田
中

三
先

池
島

八
幡
屋

八
幡
屋

港
晴

築
港

築
港

そ
の
他

連絡ありがとう
ございます。
現地に向かいます。

3 △□包括さんですか？
○○さん、自宅と
反対方向に
歩いてて心配です

港区社会福祉協議会　地域支援担当　TEL : 6575-1212　FAX : 6575-1025お問合せ
港区社会福祉協議会　生活支援コーディネーター（西村）　TEL : 6575-1212お問合せ

ふくし教育 出前講座ふくし教育 出前講座ふくし教育 出前講座
福祉教育って、「教育」というだけあって、子
どもを対象としたものであると思っていませ
んか？実は、大人の方たちにも、しっかりと福
祉教育は存在するんです。
福祉教育の考え方は、「誰もが自分のまち

で、安心して暮らす」を基本としています。こ
れは、子どもからお年寄りまで、さらには障
がい者、外国人など、すべての人を対象にして
いるという意味も含まれています。
港区社会福祉協議会では、「相手を思いや
る気持ち」「自分たちに何ができるか」をテー
マに、福祉教育の出前講座（依頼者さまのご
指定場所に伺わせていただいて）を実施して
います。ご紹介しているプログラムはほんの
一部です。ぜひ、お気軽にお問合せください。

現在の港区の人口は約8万2千人｡国立社会保障･人
口問題研究所の推計では今後20年で約7万人にな
る一方､高齢者人口は2万人程度で推移することで､
高齢化率は30%近くになると予測されます｡
また､14歳以下の子どもの数は25%近く減少する予
測となり､人口減少､少子高齢化が一層進展すること
が見込まれます｡
そのうえ､大阪市は一人暮らしの高齢者が40%を超
えており､高齢化と相まって孤独死の増加も懸念さ
れるほか､認知症高齢者の増加に伴う徘徊･行方不
明などの地域福祉課題は増えると考えられます｡
障がい者については､28年3月末で7,637人の方に
手帳が交付されています｡身体障がい､療育手帳､精
神障がい者手帳ともに増加傾向にありますが､精神
障がい者手帳所持者の増加率が高くなってきてい
ます｡
さらに､生活困窮や子どもの貧困､人間関係の希薄
化に伴う孤立化といった制度だけでは解決が難しい
福祉課題が増加しています｡
港区社会福祉協議会は､子どもから高齢者まで､そし
て障がいがあったり認知症になっても住み慣れたま
ちで､安心で安全に生活することのできる｢福祉のま
ちづくり｣を､また地域住民の皆さまと共に｢地域の
力｣をともに育み､実現していく組織です｡
平成29年度は次の事業に力点を置き､地域福祉を
推進します｡

盲導犬について知ろう 施設たんけん（デイサービス） 盲ろう者を知ろう

認知症講座＆シャキシャキ体操 はじめての介護保険 災害時の豆知識

◆プログラム紹介◆プログラム紹介◆プログラム紹介◆プログラム紹介

ご応募
お待ちして
います！

ぜひ
お問合せ
ください！

今年度のおもなとりくみ 何か人の役に立ちたいと思っている人に！

さりげない見守りのある街をめざして
地域住民の「さりげない」見守り活動の結果、支援が必要な方が「公的サービスにつながった」「生活環境の改善を図ることで健康な生

活が取り戻せた」「地域の仲間の輪に入りいきがいが持てた」というお話が各地域にあります。
これからも、見守り力がアップする取組を地域住民の皆さんをはじめ関係機関との協働により進め、地域福祉を推進し、住み慣れた地

域で長く安心していきいきと生活し続けることのできる「港区」をめざします。

○○さん、一緒に
お家に帰りましょうか～？
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日常業務や日常生活の中
で、高齢者等の異変に気づ
いた時に連絡してくださる
見守り協力事業者さんを募
集中です。詳しくは、お問合
せください。

港区シニア・サポート事業
見守り協力事業者

29.5月末時点

2025年には団塊の世代の方全てが７５歳以上となり超高齢化社会に突入します。
高齢者一人ひとりが住み慣れた地域で自立した生活を安心して営み、健康でいきいきと暮らせるように支援する仕組みを作っていきます。
地域で集える場所や運動できる場所が増えたらいいな～
ちょっとしたお手伝いや見守りをしてくれる人がいてくれたらいいな～
施設や事業所、建物の空スペースなど地域で活用してもらいたいな～
配達時の見守りや安否確認など、こんな生活サービスもしています！（買物宅配、見守りなど）
まだまだ元気！趣味を活かして地域でお手伝いしたいな　など
いろいろなご意見や情報を生活支援コーディネーターに　教えてください。

1
ボランティアの養成や新たなボランティア活動プログラム
の企画。将来の地域を担う子どもたちに対して「福祉の心」を
醸成する福祉教育など、様々なボランティア活動、市民活動
を支援しています。また、認知症サポーター養成講座の講師
役であるキャラバンメイトの連絡会事務局を担当するコー
ディネーターの役割を果たしています。

今年大阪港は開港150年を迎えます。その町、築港・天保山地域は多様な側面を持つ地域です。海遊館を
はじめとした観光地、海運事業で関西を牽引する港、人々の暮らす居住地。それぞれの側面で関わる人々も
異なり、必要とされる取り組みも多岐にわたります。そんな中、地域全体の活性化事業として開催されてき
た「天保山まつり」も10年を迎えるに至りました。毎年地域の主要な場所を会場とした催しが行われていま
す。賑やかに人が集う海遊館岸壁、大阪港の玄関でもある中央突堤、港湾事業のシンボルともいえる赤レン
ガ倉庫を望む広場等々。地域のコミュニティ・エリア、築港高野山・港商店街でもフリーマーケットを中心と
して、まつりに花を添えます。他にも、コミュニティ食堂・築港しあわせ食堂や在宅サービス事業者による脳
トレ体操など「暮らす町」に焦点を合わせた内容がこの地
域では企画されています。

磯路地域活動協議会では、毎年災害対策に力を入れていま
す。6/18（土）には、磯路地域活動協議会が中心となり、避難所
開設訓練を行いました。午前8時58分、最大震度7、Ｍ7.8の直
下型地震が大阪市を襲った想定で、磯路小学校に避難所を開
設し、避難者の受け入れや、区の災害本部とのやり取りを訓練
しました。また、避難所では受け入れが難しい要援護者を近隣
の福祉施設へ搬送するなど、細かな班に分かれ役割を分担し、
緻密に練られたシナリオをもとに、地域住民が力を合わせて訓
練に励みました。その後のふりかえり会でも、課題や反省点が
意見としてあがり、活発な議論の場となりました。磯路地域で
は、今後も訓練を通じて、人々が平時から安心して暮らせる地
域づくりを目指し
ていきます。

ボランティア・市民活動センター
地域での見守りコーディネーター2

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、地域で見守り活動を行っている人達と連携しながら地域の
生活課題を抱える人を発見したり、個別に相談を受けたり、住民
同士の助け合いの支援をしています。また、地域の中でのちょっ
とした困りごとを「お互いさま」の気持ちで解決しています。ま
た、「見守り協力事業者」は、地域の中で様々な事業者（お店）が、
業務の中で近隣住民のちょっとした変化を見守っています。

港区シニア・サポート事業

制度のはざまにある方への支援をしています3
要援護者の名簿作成を通して、災害時や日頃の見守り活動

に役立てています。また、孤立世帯など支援の難しい方への
専門的な支援。徘徊する認知症高齢者の迅速な探索が可能
となるネットワーク構築をすすめています。

地域見守りネットワーク強化事業

高齢者の皆様の福祉・介護相談窓口5
南部地域包括支援センター等とも連携して、高齢者が地域において抱え

る様々なニーズを発掘するとともに、高齢者の抱える福祉課題解決に向け
たネットワーク形成を関係機関とともに進めます。

指定の認知症サポーター養成講座
（１時間程度）を修了し、認知症を正しく
理解し認知症の人や家族を温かく見守
る応援者になっていただきます。港区で
は１万人のサポーター養成を目標とし、
安心して徘徊できるまちを目指してい
ます。

生活の中で起こる「困りごと」を会員
相互による“お互い様”の精神で助け合
う仕組みであり、一定の謝礼金を出す
ことで、遠慮なく依頼（利用）でき、活動
（サービス提供）することができます。

認知症に対する理解をすすめ、地域
で安心して暮らせるまちづくりに向け
て、地域住民の方と福祉専門職が連携
し徘徊している人への「気づき」の目を
養い、適切な声かけができることで安
心して徘徊できるまちをめざして、開催
します。

港区地域包括支援センター

地域住民の方とともに、新たな居場所づくりをすすめています4
住み慣れた地域で生活し続けられるよう地域住民による主

体的な「介護予防」「寝たきり予防」の取り組みを支援し、新た
な通いの場（サロン）づくりを推進しています。

生活支援体制整備事業

認知症のことを知ってほしい 港区たすけあい有償活動 認知症徘徊・声かけ訓練

築港地域 磯路地域各
地
域
の
取
り
組
み
レ
ポ
ー
ト 第10回え～やん！天保山まつり　大阪港開港150年祭

2017年10月29日（日）
フリーマーケット参加者申込み先：
築港会館 ０６-６５７７-５３７１

天保山まつりに対する取り組みについて 地域が一体となって・・・
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3

5
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【港区社会福祉協議会HP（フェイスブック）】http://minatoku-shakyo.com

申込み・お問合せ

日　時

2017年（平成29年）7月15日

介護予防・日常生活支援総合事業が平成２９年４月からスタートしました1

地域包括支援センターからのお知らせ！かかかかかからららのののののののののらららららののららららかかかかかかかかかか地域包括支援センターからのお知らせ！地域包括支援センターからのお知らせ！

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けていけるように、介護サービス事業者だけでなく、NPOやボ
ランティア、地域住民にも参加してもらい、多様なサービスを充実することで、地域全体で支え合う体
制づくりを推進していく取り組みです。

今年も「みなと家族介護教室」を開催します！2
ご家族の介護をされている方を対象に介護者に役立つ「学び」「情報交換」「リフレッシュ」をめざし

て、毎年実施しています。
昨年度は「介護サービス紹介」「ストレスマネジメント講座」「高齢者の栄養教室・調理実習」などの

テーマで開催しました。
今年度の予定については港区社会福祉協議会のＨＰにアップいたします。介護を経験された方や、

介護に興味がある方もぜひご参加ください！

1. 一般介護予防→６５歳以上どなたでも。認知症予防、地域づくり・仲間づくりの効果を
期待した地域住民が主体の「通いの場」が次々と生まれています！

2.介護予防・生活支援サービス事業→
①要支援1.2の認定を受けている方
②基本チェックリストで生活機能が低下していると判断された人（事業対象者）

Q1

A

どんな人が利用できるの？

Q2 要支援1の認定をうけました。
介護予防・日常生活支援サービス事業にはどんなサービスがありますか。

【介護予防・生活支援サービス事業】　対象：要支援1・2の方

訪問型サービス

通所型サービス

①介護予防型訪問サービス　
※訪問介護員による身体介護や生活援助が必要と認められる方

②生活援助型訪問サービス（※1）
③サポート型訪問サービス（※2）

①介護予防型通所サービス
②短時間型通所サービス
③選択型通所サービス
※生活機能を改善するための運動機能の向上や栄養改善などが必要な方に、保健・医療の専門職による短期的なプログラムが受けられます。

※1 大阪市が実施する「生活援助サービス従事者研修」を受講した従事者等による生活援助が受けられます。
※2 体力や日常生活動作の改善のために、保健師などが改善プログラムを短期指導します
☆すでにサービスを利用している方は今まで通り利用できます。新たにサービスを利用する方も、これまでと手続きは変わりません。

○まずは、お住まいの担当地区の地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。

港区地域包括支援センター
（港区社会福祉協議会ひまわり内）港区弁天2-15-1

6575-1212TEL 6575-1025FAX
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詳しくは港区老人福祉センターまで　夕凪2-5-22　ＴＥＬ：6575-1368
お問合せ

港区老人福祉センターへようこそ港区老人福祉センターへようこそ港区老人福祉センターへようこそ

各教室・同好会のご案内各教室・同好会のご案内各教室・同好会のご案内

「いきいき百歳体操」「いきいき百歳体操」「いきいき百歳体操」
老人福祉センターは、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です。
センターでは各種教養講座の開催や、囲碁将棋、卓球大会など
の各種行事、高齢者の運営による各種サークル・同好会や、老
人クラブの活動協力などを行っています。
一度センターに遊びに来てください。
お待ちしています！
センターは 60才以上の大阪市民の方にご利用いただけます。
利用の際はセンター発行の「利用証」をご持参ください。
（「利用証」は初回利用の際に発行します）

いきいき百歳体操は手や足に専用のおもりをつけ
て軽い運動を行い、手足の筋力をアップする体操
です。（筋力がつくと転倒しにくくなり、骨折や寝
たきりの予防につながります。）　

無　料参加費

港区老人福祉センター場　所

火曜日コース・金曜日コース　各10名　
（定員を超えれば抽選により決定）

定　員

平成29年10月中旬以降～6ヶ月間 (週1回)
10：00～10：30

日　時

こんなこともしてますよ～こんなこともしてますよ～こんなこともしてますよ～
利用時間／10：00～17：00

  

※ただし、教室・同好会の場合は開始時間の
30分前からとさせていただいております。

     

お迎え
送迎車にてお迎えに参ります。車イスの方でも大丈夫です。

健康チェック
看護師による
血圧測定・検温・相談など

入浴
車イスでの入浴などお身体の状態に
応じての入浴ができます。

昼食
厨房にて手作りの季節のメニューを
ご提供します。刻み食なども対応

レクリエーション
体操やゲームだけでなく
ボランティアさんの訪問もあります。

おやつ
おやつを食べて一息つきます。

お送り
また次回お元気にお越しください。

※時間はあくまでも目安で若干前後します。

 

態に

 

 

 ( 日時が変更になる場合有り ）

次回の開催予定

今、考えたい「家族を看取るということ～旅立ちの時を迎えるためにできること～」
※終了後、交流会を予定しています。

7月21日（金）13:30～15:30（受付13:00～）
場　所 港区社会福祉協議会 ひまわり 2階会議室（弁天2-15-1）

デイサービスの主なサービス内容は食事とお
風呂そして運動（レクリエーション）です。
利用回数は週に１回から週５回などご希望に
合わせて利用することが可能です。
デイサービス利用中は介護度に応じて必要な
介助をしていますので、どなた様でも安心して
ご利用いただけます。

曜日 教室・同好会名 週 時　間 備　考

月
墨 絵 同 好 会 第2･4 午後1:30～ 無料
民 舞 サークル 第2･4 午前10:00～ 月500円　
すわろビクス 毎 週 午後1:30～ 無料 受付待

火
歌 体 操（Ａ） 毎 週 午前10:30～ 無料
歌 謡 ク ラ ブ 第2･4 午後1:30～ 年500円, 受付待
おとなのぬり絵 第 3 午後1:30～ 材料費6ｹ月毎に300円 受付待

水
）Ｂ（ 操 体 歌 毎 週 午前10:３0～ 無料

民 謡 教 室 第2･4 午後1:30～ 月300円, 受付待
港おりづる会 第 3 午後1:30～ 月500円と材料実費

木
バルーンアート 第 3 午前10:３0～ 月500円と材料500円
ダンス倶楽部 毎 週（第4は変更）午後1:30～ 無料
歌体操･役員会 第 4 午後1:30～ 月300円

金

編 物 教 室 第1･3 午前10:00～ 材料実費　
習 字 同 好 会 第1･3 正午～ 月1000円と実費,受付待
習 字 勉 強 会 第1･3 午後2:00～ 月1000円と実費,受付待
俳 句 同 好 会 第2･4 午後１:00～ 無料

土

卓球サークル 毎 週 午前10:00～ 年1000円  受付待
茶 道 教 室 第1･3 午後1:30～ 月1200円
生 花 教 室 第1･3 午後1:30～ 月500円と花2400円
詩 吟 同好会 第2･4 午前10:00～ 無料
フラワーアレンジメント 第 3 午前10:00～ 月500円と花2000円
囲 碁・将 棋

毎日
午前10:00～ 無料

ビリヤード ～ 午後5:00 無料

季節に応じた
催しも行っています

随時受付ておりますが、教室等によっては待っていただく場合がございます。ご了承ください。
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