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● 就任のごあいさつ ●

平成24・25年度の新役員が選出されました

善意銀行だより
　平成24年1月1日から5月31日までに、下記の
方々から善意の預託をいただきました。預託い
ただいた金品は、福祉活動支援・福祉団体援助
につかわせていただきます。ご協力ありがとう
ございます。

★西区老人クラブ連合会　様
★大阪ガス（株）大阪地区小さな灯運動　様
★グランドメゾン長堀町内会　様
★
★新庄　栄子　様

その他２件

　平素、皆さま方には、当協議会運営にご支援、ご協力を賜っておりますことを心

からお礼申しあげます。

　このたび、役員改選で、引き続き会長職を務めさせていただくことになりました。

微力ではございますが、会員の皆さま、各種関係団体、地域役員の皆さまのご指導

を賜りながら、精一杯重責を果たしてまいりますので、ご支援、ご協力をよろしく

お願いいたします。

　各地域社協におかれましては、地域ふれあい活動、世代間交流などの地域福祉活

動が、皆さまのご協力で活発に進められています。

　一方、現在大阪市では、「市政改革プラン（素案）」が公表されており７月策定に

向け作業中ですが、社会福祉事業にとって大きな変化を求める案になっております。

今後も地域福祉の拠点となる区社協の責務はますます重要になってきます。

「だれもが安心して暮らすことのできるまち」をめざし、地域のコミュニティづく

りとともに、地域のネットワーク活動も、活発にねばり強く展開していく必要があ

ります。

　これからも、地域の各種団体をはじめ、福祉サービスを提供する事業者など、み

なさんとともに頑張ってまいりたいと存じます。

　皆様には、今まで以上に大きなお力添えを賜りますよう、何卒よろしくお願い申

しあげます。

社会福祉法人

大阪市西区社会福祉協議会

会　長　北　村　　満　郎

♦平成24・25年度新役員♦ （敬称略）

《会　長》北村満郎

《副会長》富田正德　吉田安雄　堂前裕一

《理　事》浮田光起　打越　勇　大塚泰二　　草野利治　坂根　淳

 笹倉和忠　白國哲司　中島江美子　西村　卓　山村秀忠

 山本信吉　吉川　守　

《監　事》川村耕一　佐藤美知子

《評議員》水谷喜代子　山住武司　道上武男　　廣瀬充宏　　青石堯光　安東　徹

 岩見光雄　　長岡　續　笹野井庸夫　松野章宏　　野島　一　大森幸子

 石谷重治　　中山耕一　山本和子　　左海清孝　　有山四郎　宮部久子

 和田隆子　　浅田軍治　藤嶌　清　　麻殖生成剛　武田紀子　宮脇　淳

 篠藤恵美子　十河恵子　吾妻康史　　野島　淳　　戸田直佑　和田利章

 横石篤始　　大江雅彦　松田啓治　　玉井慶子　　田中秀幸　矢谷一朗

♦地域社会福祉協議会長♦

西船場：打越　勇　　江戸堀：吉田安雄　　　靭　：富田正德　　明　治：笹倉和忠

広　教：浮田光起　　西　六：坂根　淳　　堀　江：西村　卓　　高　台：堂前裕一

日　吉：山本信吉　　千代崎：山村秀忠　　本　田：中島江美子

九条東：北村満郎　　九条南：草野利治　　九条北：大塚泰二

♦役員を退任されました♦

西区の社会福祉向上のために、長期にわたり要職を歴任され、格段のご尽力をいただき

ました。ありがとうございました。

天野良男（理　事）　三宅　晃（理　事）　浅井茂雄（監　事）　山田い久（監　事）

岡本正志（評議員）　辻　重行（評議員）　高田光晤（評議員）　堀口雪子（評議員）

樫原　章（評議員）　増村　孝（評議員）　澤田整良（評議員）　小幡誠司（評議員）

田中　学（評議員）

○調査研究

○連携協調

○研修会の開催、他団体主催研修会への参加

○啓発宣伝（広報紙「ふれあい西区」の発行、ホームペー

ジ開設など）

○地域福祉活動 ･事業の推進

○西区社会福祉協議会実施事業にかかる福祉サービス苦情

解決第三者委員による監理

○地域福祉活動推進事業

○福祉講演会などイベントの開催

○高齢者月間事業（金婚夫婦お祝い会）歳末たすけあい運動

○高齢者食事サービス事業（ふれあい型）

○車いす等、福祉機器貸出事業

○福祉サービス等利用援助事業

○子育て活動支援事業

○アクションプラン「いつまでも住みつづけたいまち西区

をみんなの手でつくろう！」の推進

○福祉団体・青少年活動 ･障がい者福祉活動支援

○各種市民運動 (共同募金など )への協力

○ボランティ・ビューローの運営

○善意銀行の運営

○西区老人福祉センターの管理・運営

○西区子ども子育てプラザの管理・運営

○区在宅サービスセンターの管理 ･運営

○居宅介護支援事業

○地域包括支援センター事業

○生活支援関連事業

○通所介護サービス事業

○介護予防事業

○部会・委員会活動　　　　　　　など

【収入】

会員会費……………………… 4,500,000 円

寄付金収入…………………… 1,400,000 円

交付金収入……………………………………0円

助成金収入………………………… 16,000 円

経常経費補助金収入…………24,374,560 円

受託金収入……………………62,718,462 円

事業収入……………………… 3,600,000 円

共同募金配分金収入………… 3,255,000 円

介護保険収入…………………62,774,480 円

雑収入…………………………… 126,000 円

受取利息配当金収入………… 1,400,000 円

前期繰越金……………………89,883,303 円

 

収支合計…………………… 254,047,805 円

【支出】

法人運営事業………………… 5,816,142 円

共同募金配分金収入………… 3,255,000 円

地域福祉推進基金事業……… 1,402,000 円

善意銀行事業………………… 1,400,000 円

地域福祉活動支援……………17,474,418 円

子育て支援事業………………10,831,661円

介護予防事業…………………13,400,000 円

地域包括支援事業……………15,036,601円

居宅介護事業…………………29,974,480 円

地域福祉活動推進事業……… 5,850,000 円

あんしんさぽーと事業…………… 77,200 円

食事サービス事業…………… 6,650,000 円

デイサービス事業……………31,460,000 円

社会適応訓練事業……………………………0円

老人センター事業……………20,137,000 円

備品等積立金支出…………… 1,400,000 円

当座繰越金……………………89,883,303 円

 

支出合計…………………… 254,047,805 円

【収入】

会員会費……………………… 3,365,000 円

寄付金収入……………………… 560,547 円

交付金収入……………………70,534,000 円

助成金収入……………………… 308,000 円

経常経費補助金収入…………20,061,308 円

受託金収入………………… 112,805,118 円

事業収入……………………… 3,082,650 円

共同募金配分金収入………… 1,783,291円

介護保険収入…………………67,646,698 円

雑収入………………………… 1,931,059 円

受取利息配当金収入………… 1,486,079 円

経理区分間繰入金収入……… 8,105,174 円

前期繰越金……………………94,721,923 円

 

収入合計…………………… 386,390,847 円

【支出】

法人運営事業…………………99,197,117 円

共同募金配分金収入………… 1,783,291 円

地域福祉推進基金事業……… 9,485,379 円

善意銀行事業………………… 1,915,190 円

子育て支援事業………………29,180,351 円

介護予防事業…………………14,774,952 円

地域包括支援事業……………43,894,494 円

居宅介護事業…………………30,378,186 円

地域福祉活動推進事業………… 605,497 円

あんしんさぽーと事業………… 181,706 円

食事サービス事業…………… 6,481,627 円

デイサービス事業……………31,700,839 円

社会適応訓練事業……………… 318,000 円

老人センター事業……………20,202,733 円

その他事業費………………… 6,408,182 円

当座繰越金……………………89,883,303 円

 

支出合計…………………… 386,390,847 円

【平成24年度　西区社会福祉協議会事業計画】

平成24年度予算 （暫定予算） 平成23年度決算

　去る３月28日に「平成24年度事業計画と予算（暫定）」が、また５月25日には「平成23年度事業報告と決算報告」が、西区社会福祉協議会理事会・評
議員会において承認されました。
　西区社会福祉協議会では、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、本年度もさまざまな地域福祉事業を推進します。



2012年6月 第46号ふれあい西区

明治―ふれあい喫茶―「皆で楽しくおしゃべりを」

　明治会館にて、毎月第 3金曜日午後 2時～ 3時 30 分「みんなで楽しく

おしゃべりしましょう」を合言葉に、ふれあい喫茶を開催しています。地

域の「出会いの場」として誰もが気軽にふれあえるお茶のひと時を過ごし

てもらえたらと、メニューも豊富に用意されています。4 月 20 日は雨天

のため、参加者の出足が遅いように思われましたが、参加者全員地域役員

やボランティアの方がやさしい言葉をかけられ、会場は和やかな雰囲気で

笑顔があふれていました。参加者は好きな飲み物とお菓子を召しあがりな

がら会話に花を咲かせ、ゆったりとした時間を過ごされていました。

　明治地域では交流の場を活用し、人と人との出会いを大切にすることで、

安心して暮らせるまちづくりを目指しています。

日吉―高齢者食事サービス―「あたたかく　やさしいひととき」

　毎月第 3 土曜日、日吉会館にて「高齢者食事サービス」が開催されてい

ます。地域のボランティアさんが男女問わず調理や会場設営などに参加さ

れ、事業が円滑にすすめられています。

　毎回 50 ～ 60 名と大勢の利用者でにぎわう会場では、続々と集まる利

用者の方々が「ここ座りぃな」と、お互いに声をかけあいながら着席。おしゃ

べりと共に手作りのメニューを楽しみに来られます。「旬のものを出せるよ

うに、またメニューが重ならないようレシピの情報交換をしたり、喜んで

もらえるよう工夫しているんですよ。」と笑顔で伝えてくださるのは佐藤委

員長。会食中も「お年寄りが食べるからもっとこうしたら食べやすいやんね」

と、利用者のみなさんにやさしいメニュー作りを常に考えておられます。

　こうしたボランティアのやさしい配慮が、年をとっても安心していきい

きと暮らせる、元気な人・まちづくりへとつながっているのですね。

九条南―いきいき教室―「笑った・笑った腹話術」
　毎月第１水曜日に実施している九条南会館でのいきいき教室は、軽運動

的なものから、指先を使った物づくりとメニューは豊富です。５月は音楽

ンティアの竹内さんが相方の未だ現役ハッスルばあちゃんの『ハナさん』

を見事に操りながら、愉快な話術を披露され、みなさん大笑い。笑うこと

により全身の筋力トレーニングができたようです。「家にいてもこんなに笑

うことはないけど、いきいき教室に来てたら楽しくて、体も心もほんまに

いきいきします」と参加者からの声が聞こえ、笑いの余韻がいつまでも続

いていました。閉じこもりを防ぐために、誘い合いながら行事の参加を促

し広報する役員さんたちは「ええことは何でもしいや」を合言葉に、今日

も繋がりの輪を広げ、コミュニティーの強化に努めるなど、ハッスル『ハ

ナさん』に負けない、勢いある行動力に頼もしさを感じました。

広教―世代間交流―「大人も子どもも春を楽しむお花見会」
　４月７日（土）島津公園にて広教地域社協・広教連合協働でお花見会が

開催されました。

　役員さんたちが朝早くから公園を掃除し、テントや椅子を設置していよいよ

お花見会の開始です。

　お花見開催に向けて、チラシやポスターの掲示板への貼付けをし、個別

に地域の住民や施設などへ参加の呼びかけをした効果もあり、参加者は大

人や子どもを合わせ約 120 名。

　そして今回のお花見の目玉はなんと言っても、琴の生演奏です。地域で

琴を教えている「菊総社中」から２名の演奏者が来られ「花嫁人形」や「荒

城の月」「さくらさくら」など約２時間演奏されました。参加者は、時折吹

く風に散る桜吹雪の中、美しい琴の調べを聞きながら演奏にあわせて歌っ

たり、お花見弁当に舌鼓をうっておられました。

　大人も子どもも世代を交え、声を掛け合いながら共に楽しみ暮らせるこ

とは、安心・安全なまちづくりにつながっています。

堀江―ふれあい喫茶―「世代を超えた　憩いの場」
　毎月第 3 土曜日に堀江小学校多目的室にてふれあい喫茶が開催されてい

ます。5 月 19 日は子育て世代の親子連れ、地域の高齢者施設利用者など

幅広い参加があり、地域の憩いの場となっていました。ボランティアの方々

の声掛けやおもてなしで、参加者からも笑顔がこぼれ、和気あいあいとし

た雰囲気の中で午後のひと時をゆったりと過ごされていました。

　喫茶の看板やお抹茶をたてるための炉縁は、地域の建具屋さんのお手製

で、世界で一つだけのもの。味のある雰囲気づくりに一役かっています。「お

茶菓子は堀江地域の銘菓で、参加者のみなさんに評判なんよ。」と話される

ボランティア。夏はミックスジュース、冬はぜんざいなど趣向を凝らした

メニューを用意されています。

　初夏のさわやかな風が吹き抜ける中、地域の憩いの場は、世代を超えた

つながりづくりの場となり、次世代に受け継がれています。

ＮＨＫ歳末たすけあい義援金受配事業

「私たちのまちで先駆的な取り組みをしよう事業」

このコーナーでは、西区内 14 地域で取り組まれているさまざまな活動を、西

区社会福祉協議会の職員が「地域おたずね隊」として取材させていただき、広

報紙によってご紹介していこうというものです。今回取材にご協力いただきま

した４地域の関係者の方々には、こころよりお礼申しあげます。次回は、江戸堀・

高台・千代崎・九条北地域を予定しております。ご協力をお願いいたします。

「おしごと体験（バーテンダー）」の様子

　この事業は、大阪市内に居住する地

域の誰もが安心して生活できるよう、

先駆的・モデル的な事業を実施するこ

とにより地域の連携や福祉力を作りだ

し、その他の地域への普及を目指すこ

とを目的とし実施しています。23 年

度は、江戸堀地域社会福祉協議会ファ

ミリーの集いにフォローアップ事業助

成金が交付され、円滑に事業が継続さ

れました。応募方法など、詳細につき

ましては西区社会福祉協議会までお問

合せください。



2012年6月 第46号ふれあい西区

　3月27日（火）西区民センターにて「音楽あふれる仙台から元気を発信」をテーマに、あんべ光俊さんをお招

きし、講演会・ミニライブとバリアフリー映画会「オハイエ！」を実施し、約263名の地域住民のみなさまにご参

加いただくことができました。この講演会をきっかけに音楽を通した復興支援の取り組みや、元気に活動されて

いる今を知るとともに、大阪からも元気をお届けすることができました。引き続き、人と人とのつながりを大切

に、様々な取り組みを実施していきたいと思います。今後ともご協力よろしくお願いいたします。

西区社会福祉講演会
障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声part7～ 　報告

西区社会福祉講演会
障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声part7～ 　報告

　平成24年3月22日に開催いたしました西区各地域ネットワーク委員会保健・医療・福祉推進員合同選考会

議において下記のとおり平成24年度のネットワーク推進員を決定いたしました。

　各地域ネットワーク委員会は、各地域会館を事務所として相談窓口を開設（月曜日～金曜日（祝日を除く）

午前10時～午後４時）しております。お気軽にお越しください。

※行事・訪問・研修などで不在の場合があります。その他お問合せは西区社会福祉協議会（6539-8075）まで

図
地

地域名
保健・医療・福祉

ネットワーク推進員名
事務所 電話番号

図
地

地域名
保健・医療・福祉

ネットワーク推進員名
事務所 電話番号

❶ 西船場 藤 井　 敏 子
西船場会館
京町堀1－11－30

6446－5930 ❽ 高　台 池 田　　 操
高台連合会館
南堀江2－8－7

6537－5560

❷ 江戸堀 藤 田　 智 子
江戸堀連合会館
江戸堀3－8－1

6441－5020 ❾ 日　吉 葛 目　 弘 子
日吉会館
南堀江4－22－8

6539－7743

❸ 靱 野 崎　 俊 子
靱会館
靱本町1－9－25

6447－0022 10 千代崎 水 本　 佳 奈
千代崎会館
千代崎2－16－15

6583－3995

❹ 明　治 奥 成　 知 子
明治会館
立売堀2－2－17

6541－3219 11 本　田 中 村 恵 利 子
本田連合会館
本田3－5－14

6581－6899

❺ 広　教 応募者なし
広教会館
立売堀4－6－14

6534－8690 12 九条東 田 中 日 出 子
九条東会館
九条1－11－19

4393－9111

❻ 西　六 応募者なし
西六福祉会館
新町2－13－1

6534－0874 13 九条南 山 本 美 枝 子
九条南会館
九条南2－31－2

6582－0303

❼ 堀　江 小 池　 一 惠
堀江会館
南堀江1－13－23

6543－3789 14 九条北 岡 本 ト ク エ
九条北連合会館
九条南4－19－2

6582－1133

※当日お預かりしました義援金は、23,533 円でした。ご協力ありがとうございました。

　ネットワーク委員会の活動は、ご近所同士のつきあいを基本としつつも「人と人とのつながりづくり」「ぬくもりある

まちづくり」を意識的に、より福祉的に、そして組織的におこなおうというものです。

　詳細につきましては、西区社会福祉協議会、各地域会館、区内各スーパーマーケットに設置しております『西区ネット

ワークだより（15 号）』（右記参考）をご覧ください。

　地域にお住まいの高齢者や障がいのある人、子育て家庭、そ

の他さまざまな生活課題を抱えた人のＳＯＳに気づき、福祉の

専門職へつないで、継続的な見守り活動を行っています。

ネットワーク委員会・ネットワーク推進員は…

　　　　をキーワードに

様々な活動に取り組んでいます。
発見 見守り 予防
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西区老人福祉センター

サークルに入って、
生き生きと

活動しませんか？

★小学生のパスタでランチ
平成24年 6月30日（土）

時　　間　10時30分～12時30分

内　　容　みんなでつくっておいしくたべよう！

メニューはコーンパスタ、コンソメスープ、ココアボールです。

対　　象　小学生12人

場　　所　西区子ども・子育てプラザ　2階講習室

申　　込　5月30日（水）～6月20日（水） ※材料費200円です。

★ベビーマッサージ体験教室
平成24年7月6日（金)

時　　間　10時00分～11時30分

内　　容　～ベビーマッサージでスキンシップ～

あかちゃんと一緒にゆったり、ほん

わかした時間を過ごしましょう。

対　　象　乳児（4ヵ月～7ヵ月）と保護者10組

場　　所　西区子ども・子育てプラザ1階和室

申　　込　6月6日（水）～6月26日（火） ※参加無料です。

★一時保育あります。

★親子サーキット
平成24年7月12日（木)

時　　間　10時30分～11時00分

内　　容　マットやトランポリン、トンネルなどその場にあるものを

使ってしっかり動いたら気分爽快！！

対　　象　乳幼児と保護者

場　　所　西区子ども・子育てプラザ1階軽運動室「つどいの広場」

申　　込　当日お越しください。

★絵本の時間
平成24年7月20日（金)

時　　間　11時00分～11時30分

内　　容　絵本の読み語りやエプロンシアター、紙芝居などいろいろ…

絵本ボランティア「たんぽぽ」のみなさんによる月替わりの

プログラムです。

対　　象　乳幼児と保護者

場　　所　西区子ども・子育てプラザ1階軽運動室「つどいの広場」

申　　込　当日お越しください。

★講座申込について

当プラザ窓口または電話・FAXでお申込みください。定員を超えた場

合は締切り後に抽選をし、受講できる方にはハガキでお知らせします。

サークルは、受講生の会費等により講師謝礼や必要な経費を支出する、自主
的な活動です。
見学、入会は随時可能ですので、お気軽にお越しください。

（問合せ先） 電話 6582-9552

名　　称 開　講　日 時　　間 会費・材料費等

書　　道
A組 第1・3月曜日

午後1時～3時
会費月額 150 円・手本代 1 回 150 円の

合計を 4カ月分前納B組 第2・4月曜日

編　　物 第2・4月曜日 午前10時～12時
会費月額 400 円を 4カ月分前納

経験者のみ募集

お　　茶 第1・2・3火曜日 午後1時～3時30分 お茶・菓子代として月額 1,000 円を納入

民　　踊 第1～3水曜日 午後1時30分～3時30分 会費月額 500 円を 4カ月分前納

詩　　吟 第1～3木曜日 午後1時～3時
会費月額 300 円を 4カ月分前納

教材費必要

俳　　句 第1金曜日 午後1時～3時 会費月額 300 円を 4カ月分前納

日 本 画 第1・3火曜日 午前10時～12時
会費月額 300 円と手本代 1 回 500 円の

合計 4カ月分前納

お　　花

A組 第1・3金曜日 A組 午後1時30分～
会費月額 200 円を 4カ月分前納

花代 700 円は毎回持参
B組 第2・4金曜日 B組 午後1時30分～

C組 第2・4木曜日 C組 午前10時～

民　　謡 第1・3火曜日 午後1時30分～3時 会費月額 150 円を 4カ月分前納

そろばん 第1・3水曜日 午前10時～11時30分 会費 4カ月分 1,250 円を前納

太 極 拳 毎週 月曜日 午後2時～3時30分
1回参加ごとに 100 円

※現在、入会は待機中です

カラオケ
第2・4金曜日 午前10時～11時30分

月 200 円を 3カ月分前納
第3土曜日 午後1時30分～3時30分

卓　　球 毎週 月曜日
A組 午前10時～午後1時 年会費 1000 円を毎年 1月に納付

※現在、入会は待機中ですB組 午後1時～4時

アート九条

（絵　画）
第2・3水曜日 午後1時 ～3時30分

会費月額 300 円

油絵・水彩画・デッサン・鉛筆画等

絵 手 紙 第1～3土曜日 午前10時～12時 1回ごとに 300 円を納付

俳　　画 
A組 第2金曜日

午前10時～12時 直筆のテキスト代 1回 1000 円必要
B組 第4火曜日

たんぽぽ

（カラオケ）
第1・3火曜日 午後1時30分～3時30分

会費月額1000円と維持費300円を3カ月

分前納

ペインティング

(絵　画）
第2・3土曜日 午後1時～3時30分

会費月額 1000 円を 3カ月分前納

水彩画・油絵等

手　　芸 第3金曜日 午前10時～12時 はさみ、接着剤など道具、材料費の実費必要

フラダンス 第1・3木曜日 午前10時～11時30分 会費月額 1000 円を 3カ月分前納

コーラス 第2・4水曜日 午前10時～12時 会費月額 300 円を 4カ月分前納

ヨ　　ガ
第2火曜日 午前10時～11時15分 半年ごとに募集（初めての方優先の上、多

数抽選）

全 12 回分前納　バスタオル持参第4火曜日 午後2時30分～3時45分

西区子ども ･子育てプラザ行事のご案内
西区本田 3-7-2　　TEL 6582-9553　FAX 6582-9554

―福祉教育―
　西区社会福祉協議会では、福祉教育を実施しています。福祉教育とは、

地域に住む障がい者や高齢者のことを正しく理解し、偏見や差別のない「誰

もがすみやすいまちづくり」を目的に実施しています。

　「教育」という言葉を使うと、退屈で難しいと想像するかもしれませんが、

実際は自分の目で見て、触れて体験し、考えながら楽しく学ぶことができ

ます。ひとくちに福祉教育といっても内容は様々です。いろいろな講座や

擬似体験を経験してみてください。特に学校での福祉教育では、ボランティ

ア、高齢者施設、介護事業所、企業、ＰＴＡ、民生委員、推進員、地域住

民など多くの方に関わっていただきながら、西区独自の福祉教育を展開し

ています。10 人程度の方が集まれば出前講座もいたしますので、一度ぜひ

体験してください。

―ボランティア養成講座開催のお知らせ―
　誰もが一度は経験しているかもしれ

て、誰もが安心した生活が送れるよう

に地域で支援できるボランティアさん

を育成するために「精神保健福祉ボラ

ンティア養成講座」開催します。

―23年度ボランティア活動数の報告―

こども関係　1138

その他　1407

ボランティア数

■高齢者関係

■障がい者・児関係

■こども関係

■その他
高齢者関係　1562

障がい者・児関係　711

高齢者関係　1562

障がい者・児関係　711

実 施 日：９月14日（金）

20日（木）

27日（木）

開催時間：午後１時30分～３時30分

開催場所：西区在宅サービスセンター
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認知症を理解しよう認知症を理解しよう 西区家族介護者の会

認知症サポーター養成講座

西区地域包括支援センターニュース（包括
レンジャー）を毎月１日発行しています。
高齢者・介護家族・ケアマネジャーに向け
た記事や情報を掲載しています。

西区社会福祉協議会関係機関窓口、関西スーパー南堀

江店、KOHYO 堀江店、スーパー玉出九条店、フレック

九条、ライフ靭店、ライフ西大橋店（順不同・敬称略）

のレジ荷台付近に設置しています。

どうぞ、お手にとってご覧ください。

解決！

包括レンジャー
こんな時、お気軽にご相談ください！

介護予防事業

認知症はだれでもなる可能性のある病気です。講座を受けて

認知症について正しく理解し、認知症になっても安心して暮

らせるまちをみんなでつくっていきましょう

講座内容：認知症について、病気や対応方法などをテキストや

DVDをつかって、わかりやすく説明いたします。

○学校・団体・地域の皆さまからの要望がありましたら、

5名以上から開催いたします。

ぜひ、お問い合わせください。（担当 :地域生活支援ワーカー）

　「介護」は実際に経験した人でないとわからないことがたく

さんあります。あざみの会は、介護をしていた方、している方

との交流・情報交換・リフレッシュの場です！ (^O^)／

今、介護をされている方はもちろん！

今は必要でない方でも、今後に向けて介護について

知りたいことや興味のある方、大歓迎です。

あざみの会では月に１度、リフレッシュ喫茶を

開催しています。

どなたでもお気軽に　ご参加ください♪

日　時：毎月第３水曜日　午後１時30分～３時30分

場　所：西区在宅サービスセンター

参加費：100円

『介護が必要な状態になることをできる限り予防し、自立した

自分らしい生活が送れるようにする』とりくみです。
介護予防とは、

※これらの事業詳細や参加ご希望については、

西区地域包括支援センターへ

対象：65歳以上で、要支援・要介護の認定を受けていない方

足腰をきたえ

筋力アップ！

お口の手入れの方法や

飲み込む力をつける

栄養バランスの

とれた食事

①はつらつ元気教室（複合型）週1～2回　3か月（全20回） 　②運動器の機能向上教室　週1回　3か月（全14回）

場所：委託事業所

③なにわ元気塾　月1回　6か月

（いきいき教室）
地域の会館で、

体操やゲームをしています。

高齢者相談

相談無料 秘密厳守

認知症相談

介護保険

介護予防
金銭管理

成年後見制度

介護疲れ

虐待に関すること

口腔 栄養運動

『西区地域包括支援センター
絵で見てわかるガイドブック Vol.2
こんなとき　どうするの？』を、７月に発行します。
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法人・団体会員

個人会員

ご入会ありがとうございました
》日13月3年42成平～日1月4年32成平《 員会度年32成平

　平成23年度は地域の方々の協力のもと、個人会員1,689名、法人・団体会員は94件で組織構成会員は５件、合計3,365,000円と多くの

区民の皆さん並びに法人・団体のご入会をいただき、ご協力ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

　今後とも、地域福祉活動の充実と発展のため、あたたかいご支援と一層のご協力をお願いします。

《 西　船　場 》

江戸堀北第２振興町会

金光教　玉水教会

豊塾

《 江　戸　堀 》

あさひ高速印刷㈱

エルベ 16振興町会

グランドメゾン江戸堀管理組合

シャルマンフジリッツ靱公園

千歳商事㈱

㈱メタルドゥ

富士運送㈱

ホスピタリティツーリズム専

門学校大阪

《 　　靱　　 》

靱西本町１丁目振興町会

靱本町１丁目振興町会

靱本町３丁目振興町会

靱本町振興町会

《 明　　　治 》

魚矢㈱

㈲エバーグリーンインターナショナル

大阪安全硝子㈱

才木工務店㈱

高砂工機㈱

中央漁具㈱

《 広　　　教 》

井上鉄螺工業㈱

グローバーハイツ江戸堀管理組合

光伸眞珠

日生病院

日設工務㈱

ノバ阿波座管理組合

ヒロセボイラー㈱

ファミール阿波座管理組合

マツダファミリーハイツ阿波座

山村ポンプ㈱

ヨコハマタイヤ近畿販売㈱

由良産商

木村住設産業㈱

ステンレス管機㈱

株式会社ヨコハマタイヤジャ

パン

《 西　　　六 》

㈱阿波彌

池田金属工業㈱

多田　ポンプ㈱

㈱髙廣製本

㈱忠兵衛

中井産業㈱

㈱カクダイ

㈱日栄

《 堀　　　江 》

大阪府民共済

キタグチ印刷㈱

北堀江コーポ管理組合

第１振興町会

第５振興会（三友会）

西長堀ビューハイツ振興町会

堀江連合第三振興町会

堀江連合第 11振興町会

堀江連合第 15 振興町会

まこと建設　K.K

メゾンドヴィル北堀江管理組合

あみだ池ハイツ管理組合

渡辺会計センター

株式会社　山名

《 高　　　台 》

飯田㈱

好川産業㈱

㈱大和家具

モーリショップ㈱

寶船冷蔵㈱

大野記念病院

スリーナイン島野㈱

川喜金物㈱

《 日　　　吉 》

ルックハイツ南堀江

㈱大阪木材相互市場

㈱大五

㈱山城物産

朝日プラザ南堀江管理組合

《 千　代　崎 》

㈲岡沢工業

㈲ツインケミカル

大洋製器工業㈱

㈱ナニワ　ボールト製作所

㈲日之出鋲螺製作所

㈱極洋電機

㈱オオサカムセンデンキ

株式会社フォレストゲート

《 本　　　田 》

㈲西衛生社

本田２丁目振興町会

《 九　条　東 》

第１西振興町会

第一東振興町会

第３振興町会

《 九　条　南 》

大代興業㈱

九条運送㈱

大鵬興業㈱

多根記念眼科病院

布谷船用計器工業㈱

美交工業㈱

フジワラ産業㈱

プレサンス大阪ドーム前

ファンタジア管理組合

松浦木材㈱

㈲蓮井運輸

《 九　条　北 》

合川木材㈱

境川振興町会

《 そ　の　他 》

西区寝たきり予防推進協議会

（コスモス会）

西区食生活改善推進員協議会

（つたの会）

《 西　船　場 》

浅井秀子　今市隆造　入貝照子　岩根春枝

岩根満雄　打越　勇　大石　勇　大川政公

小梶二子　垣谷蝶子　垣谷広子　垣谷眞喜子

桂　楢雄　金杉英司　柄須賀起世子

柄須賀武　粂　　実　近藤久雄　酒井泰治

三宮章義　志水一夫　立川惠美子　立川 美紀

谷本好志　友重郁夫　鳥飼　章　中西喜代子

中村　忍　西川隆平　橋本房子　長谷川千寿子

藤井敏子　桝　照男　松井忠次郎　水谷喜代子

宮本秋子　村井敏彦　森　啓三　矢野年昭

藪中宏子　山崎完治　山田哲司　山田ミドリ

山本正樹　山本和子

《 江　戸　堀 》

浅田軍治　アトラスサービス㈱　甘利和代

甘利忠弘　甘利光剛　在本裕子　池田明廣

石川久留美　石川秀樹　石川充子　泉　卓志

市川佳子　伊藤通康　犬伏猛人　今井一男

今井眞喜雄　今泉勝雄　今久保正行　井村真之

入江ソヨコ　入江康人　岩井一博　植田博子

上野　誠　上林義明　上山義博　遠藤四郎

遠藤　肇　大崎博夫　大崎良夫　大塚素織

大塚利朗　大村君子　大森勘一　岡崎　弘

岡本美智子　小川益尚　奥田春美　奥田雍子

奥野豊太郎　奥野ますみ　織田喜子　尾松正章

神谷美代子　菊川孝栄　木田裕章　衣斐栄三

木下宜子　木全冨美子　久保二美子　倉光義文

車谷美雄　河野寅二　河野　弘　越谷優美子

小島伸公　西藤孝志　酒井　繁　坂本啓子

坂本茂雄　崎山顕子　佐藤　修　佐野秀夫

佐野正雄　澤田正喜　澤田和也　篠原ケイ子

篠原孝雄　島上竹造　島崎公一　島津伸子

島津昌史　島田芳蔵　新庄洋也　周防徳衛

末政亜紀宏　勢しげ子　高島一義　高橋次平

高橋　実　竹谷美子　武田紀子　竹田房子

竹田政廣　竹村良子　只野準一　巽　和生

田中末治　谷井春男　谷垣剛基　谷本美恵子

近森啓知　鶴原久司　豊川市郎　豊川陸蔵

中川博夫　中島常記　中谷　豊　中西　保

中西　寛　永幡田鶴子　中山小四郎

名小路治子　西　　修　西川美恵子　西田博史

西村輝和　西村智子　西本正明　新田冷子

野上美和子　野中誠孝　橋爪修平　橋本明道

早見知恵　平木嘉明　廣瀬弥三　広田芳宏

深田　章　福井順之　福岡勝司　福永憲之

藤井エミ子　藤井喜久江　藤井邦夫　藤井　眞

藤岡フミ子　藤田　博　藤原　博　藤原幸司

藤原純三　麓　龍二　堀岡玉枝　前田　武

牧野嘉憲　桝田塩彦　桝田芙美子　松澤謙二

松田久三　松田好美　的場須美子　眞弓光正

三浦善一　水澤一弥　溝畑廣子　峰松　雍

峰松佳代子　宮川当子　三由忠志　村東正博

森澤　照　森田吉彦　森本和子　森本俊彦

八木敬蔵　八木博次　山口一儀　山崎賢吉

山住武司　山田博三　山梨政行　山根栄二

山林二郎　山本守昭　山本寿美子　山脇茂樹

横井信吾　吉田光子　吉田安雄　吉田洋子

吉水清一　米代憲雄

《 　　靱　　 》
石田二三子　井出光一　柏原直善　北村文男

後藤昌広　武田多美子　富田正德　中島和子

林　良一　久徳　均　福山正之　鋒山敏子

山本信宏　山本由子　吉兼法雄

《 明　　　治 》
渥美弘三　井吉義郎　石田泰輔　石田雅子

石山太三　出水邦雄　今西秀幸　井吉折江

岩崎和弘　魚矢章博　浦上喜代子　浦上碵啓

岡野啓治郎　岡野多延子　荻田真一　奥川義尚

奥成和輝雄　小野哲男　小野雄二郎　金川和子

金川松江　北　陽介　北　功子　喜多嘉朗

木津和子　木津圭市　木下雅江　小林和夫

小山東輔　齋藤　肇　坂本庄七　笹倉和忠

笹倉征代　笹田喜代子　清水　汎　新納君子

十河恵子　高岸陽治　瀧　浩次　田中章子

田中欽一　土江徹志　津和田稔　出水喬子

寺下彌之助　寺下シズ　土井得次　中川英一

長瀬加代子　中田外美子　中田正信　西野昌克

西山金吾　丹羽昌一　丹羽　操　野田佳伸

野々村誠造　野村正美　袴　成光　橋本純子

橋本俊哉　服部清美　服部良秀　花沢輝雄

原田武紀　平井　毅　平井仁昭　広瀬充宏

藤田和子　船引邦子　船引ひさの　麻殖生敬子

麻殖生成剛　前田墾男　松浦源美　松崎久子

南　治子　宮部久子　向井欽吾　森口　勉

山田一彦　吉田登志子

《 広　　　教 》
淺野潤子　淺野武彦　東　憲一　東　泰子

石井静子　石井　年　石坂益彦　岩朝成子

岩井　湛　岩井孝子　岩佐辰弥　岩槻章夫

江山強次　太田里枝　小幡誠司　カイセイ薬局

加藤愛子　加藤　博　金崎弘江　神割康子

河上ミチエ　関西マツダ　橘高佐千代

木村　功　木村和子　木村　茂　才木孝子

阪井正子　平　建一　高田美子　橘　善一

田辺美智子　戸田直佑　中島茂樹　中島小介

中島妙音子　西山敦司　平野治郎　藤井満治

三浦久子　三輪順子　村田二郎　森谷淳二

森本和弘　柳生武彦　安田　正　矢作智代子

山本俊郎

《 西　　　六 》
相見道子　浅山周作　吾妻教司　吾妻廣子

安東清子　安東　徹　安東利展　飯田陽子

飯山和子　石田三治　犬伏博明　井上澄子

岩佐恵美子　入江　正　上杉　俊　上杉好子

上田英三郎　植田俊子　宇田修子　打上幸治

海老ヶ瀬収　太田紀代子　大谷　眞　岡崎照雄

岡林京子　岡部　稔　岡本明剛　奥井小枝子

小澤康雄　香川定子　香川ハルエ　垣本啓子

垣本祥博　垣本チズ子　垣本義治　影山八郎

梶英三郎　春日井志津子　加藤勝啓

加藤泰一郎　角田貞吉　川松勝己　川松美代子

川村耕一　川村太一　川村美代子　川村庸子

岸本民子　岸本文介　楠瀬照子　楠瀬真澄

工藤敏昭　桑名英子　桑原真利子　高津和子

高津　稔　小林禮子　ごはん屋　石田

小山愼敞　小山町子　坂根　淳　坂本一栄

崎久　保　サロンモンテ　澤　忠一　澤　福子

山東美智子　篠原哲夫　清水紀有　清水豊太郎

白國哲司　新谷寿男　新谷泰子　瀬戸定之助

高橋時子　高橋道子　高廣三彰　滝川邦子

竹下　隆　多田誠宏　辰田愼司　龍野カヨ子

龍野俊章　田中　茂　田中洋一郎　田中洋二

谷口弘之　塚本好子　津田淳子　津田輝幸

辻本雅巳　土山忠彦　土山美重子　永井友一郎

永井　泰　中田アイ子　中田安之　西向俊雄

西村昌子　野田順彦　萩村八郎　橋本英雄

羽生久美子　浜田政篤　浜中哲郎　林　清弘

林　節治　平岡　泰　平岡宏和　廣瀬紀子

廣瀬　實　福田悦子　福田サチ子　福田フチ子

藤田秀一　藤原　博　藤原京子　藤原はつみ

松江照子　松江　徹　松尾敏昭　松田典子

松田　一　松宮正典　三木幸男　峯　芳子

宮川貴子　宮川久信　宮本和也　向平みのり

村瀬愛恵　元井知恵子　百々潔子　森下　勇

森　修康　森本満郎　森脇春美　屋敷　勝

矢野善三郎　山下真司　山下ゆり子　山地正展

山田い久　山田勝弘　山田忠彦　脇田四郎

《 堀　　　江 》

秋田輝子　秋山祥子　浅井達也　阿部信行

安部民枝　荒木邦子　有山四郎　飯田智子

石橋照子　石村隆司　出尾　豊　板垣祥子

市田博道　伊藤正子　稲家耕治　岩波幸臣

岩見光雄　岩本　勝　岩本　秀　上原弘充

姥迫博見　大林成嘉　岡本春子　岡本正志

小川ツヤ子　小羽根広昌　角田晴彦

片山ハツ子　加藤正子　加藤守和　上ノ瀬正子

亀沖一寿　亀村豊子　鴨門秀高　萱野和茂
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川村龍彦　川村英子　菅野道夫　菅野みつ恵

祇園彦定　菊池　廣　菊池華洋子　木谷豊子

北野弘子　喜多村操　北本　保　小畔純一

小池藤吉　小池俊雄　坂本順子　咲山みつゑ

笹田　竟　佐藤ヨシ井　佐野　豊　繁　貞子

柴田耕造　島田幸昌　仁部治代　鈴木　昇

瀬戸　保　高尾常男　高須賀久美子　高田　肇

谷村　繁　圓藤紀代司　寺井正治　寺澤美佐江

友松善一　中井和子　長江和子　中島一行

中島瑛子　名方庸二　中谷君枝　長野忠吉

鍋島祐一　西喜代子　西池勝太郎　西村　卓

西村紀禾子　西山登久江　野上浩子　橋本星子

長谷川登　幅田千代治　原野千恵子　原野元子

姫田　篤　平田智子　廣井孝光　福谷憲一

藤井　讓　藤原守成　升成好行　升成ヒロ子

松浦時也　松尾栄子　松本勝也　三浦信行

溝渕トモエ　溝渕正行　宮脇成行　宮脇　淳

三輪敦子　本原隆司　森　　一　森口　武

森本和夫　森本泰弘　八坂洋司　安井文子

山内成元　山下　武　山田文一　山田龍平

山名道子　横石篤始　吉田政功　渡邊城士

渡邊雅代　渡邊満廣

《 高　　　台 》
浅野喜代子　足立義章　阿部安佐子

阿部新之助　池田正夫　池永四郎　石田克彦

和田旬子　犬伏康二　今西太市郎　榎本恭治

江原雄二　大江正徳　大枝和子　太田知子

大谷文子　大中泉補　大町良一　尾上一雄

尾上芙美子　谷井順子　小田薫夫　穴戸保男

甲斐純子　海田竹市　加藤正喜　金岡純子

川崎宏成　河隅恵子　河野知治　菊澤公正

岸　忠男　喜多川貞一　久保田直樹　合田好男

合田マス美　余呉公理　小林惇三　小林毅一

森谷陸子　斉藤昌彦　坂本　寛　真田忠史

嶋津俊則　清水利祐　下川克仁　杉本義行

藤本文子　高野晃幸　北野三彦　杉原計器

谷覚太郎　玉置登代乃　塚村洋昭　塚本哲三

辻　静代　土田陽子　堂西隆一　堂前フミ子

竹田　徳高良造　徳永伸子　徳山泰市

友村和彦　中井　弘　長岡　續　長岡裕子

中澤新次郎　石村義一朗　ミスタープッチ

成尾安弘　西川　清　西川良子　西田恭孝

二村光子　野崎　洵　野間吾郎　野間一十二

萩藤幸輝　萩原義昭　橋本孝則　長谷川伸夫

花崎隆一郎　花澤松己　宮田定信　林　都子

東　茂子　左海清孝　平見辰郎　福知成子

藤田千明　福井眞弓　本城輝昌　升田健次郎

升田吉信　松谷峰太郎　松村栄一　松本宏美

南井直也　宮地文明　宮田伊佐夫　宮田　重

宮地秀和　八木　健　山下正博　山城八重子

山田健二　山本勝也　吉川寿起　吉田友久

米田信子　米田良蔵　脇田恭子　森本恵三

森下正男　椢原和三　西元陽子　金山成奉

《 日　　　吉 》
赤壁康司　八木賢三　高岡和雄　荒木正剛

飯塚彰信　五十崎光雄　川人雅之　池口国幸

石田雅弘　泉　由比　北脇　清　今田節夫

岩崎定雄　上田清太郎　上野　守　浦元　淳

江口正光　江崎麒八郎　遠阪輝雄　大井秀和

大浦愛子　大浦秀夫　大塩勝蔵　岡崎照雄

小川　勉　奥田修司　奥田　肇　奥野　坦

奥村　渉　嘉陽宗宏　北野　豊　楠原絢子

楠原みのり　楠原貴志雄　熊野敬逸　河野豊一

河野朝己　河津　勝　これから　西岡雄司

斎藤啓造　酒井信博　阪上稔子　坂本明男

笹野井庸夫　佐藤俊和　佐藤美知子

清水利政　下本照夫　島川慶一郎　品渡中子

庄田慎一　鈴木禮次郎　瀬戸弘子　荘野謹爾

園　博年　高橋正明　武田孝雄　玉置勝敏

玉置邦治　力石小夜子　力石　僑　築山英幸

辻　重行　寺本　修　東芝　繁　徳原　忠

徳原福恵　徳山楢由　冨長　猛　豊田清隆

豊田直樹　中角　博　中川正男　中治貴代志

中谷　均　中山武司　西浦輝幸　西口　剛

西山正義　西山常己　西山美佐栄　二村久子

橋本英次　浜名満四郎　浜本満治　原川光雄

原田和夫　廣石嘉秀　福島君子　福田耕一

藤岡計江　藤川明敏　前田達也　正木豊寿

松原英世　丸谷英樹　三島貞雄　南田武男

宮川智行　三宅　亙　宮本　勇　三好朗信

森田宮子　門田金太郎　八木新悟　柳根貞雄

山崎善明　山下孝博　山田義夫　山西徳男

山本信吉　吉田節子　吉野照子　渡邊芳郎

木津屋治郎兵衛　二瓶好子　葛目　睦

葛目弘子　西田武司　榎本　勝　河野文子

大澤佐和子　稲家孝保　首藤聖治　原　俊幸

松木中正　村上完爾　管　桂子　林田光平

椎屋利則　冨長直子　大島　昇　古澤知子

山口シズ子　井上利雄　茅本良平　山田博美

谷口由起子　上古川静子　中山　守　八家典子

山口省三　田渕正博　山崎文子

大阪堀江ホルモン　タカハタデンキ　黒川芳幸

上原　一　増田　満　小沢雄二　山本八由美

元岡重子　石川まゆみ　岡田増次　三国美奈子

泉田忠義　御食事処ようかいや　中安一絵

藤原裕文　牧野敏子　園　順子　堀内　進

岡本芳三　黒田重雄　武部保子　橋本　浩

西村文子　金城洋子

《 千　代　崎 》
青木　隆　赤座ちさ子　明田泰則　足立忠江

荒井安子　飯森節子　石井　修　石川ヒサ子

石原宣夫　石原久明　板井龍市　今井ヤエノ

乾喜久雄　岩浅兼利　岩田裕光　上地　稔

上地　実　内山雅文　内山正美　宇都宮聡

宇都宮チサ子　大泉勝明　太田常夫　岡島　均

岡田満智　岡本　功　奥野三郎　奥平重雄

小田エミ　表原嘉幸　柿本芳彦　片山美津子

門田美和子　金田孝一　神山嘉裕　唐津恵子

唐津幸夫　川口文子　寒原建二　祇園沢子

喜多吉弘　木下幹夫　日下澄子　楠川百庸

久保田美代子　小泉礼子　小谷愛之助

小谷道雄　小林守夫　酒井平八郎　坂尻光子

佐々木勝二　島　富子　清水清四　城野　進

真谷嘉子　末友良紀　鈴木健一　妹尾　有

関口章男　髙砂幸夫　高田幸三郎　髙田充晤

巽　久子　伊達　透　塚原成典　塚村計二

殿下三男　富岡政男　冨田美子　豊田弘子

永井叶一　永野悦生　永野葉子　中山博嗣

新村勝己　西村和雄　浜口由行　林　正彦

原　清明　福本秀夫　藤井美穂子　藤田和子

古川優子　古仲隆久　米原茂範　桝　克弘

松木　強　松野光宏　松村廣美　的場美智子

水本政年　源　信子　宮原　嬰　宮本雅彦

村上義治　吉原力蔵　和田千恵　渡部光穂

稲垣尚武　伏谷　魁　伏谷笑子　松永ひとみ

林　春男　青木幹雄　古川政夫　山口弘子

清水　進　藤高文司　東松齢子　府川鶴江

酒井艶子　宇都宮幸代　山崎隆康　古川　実

髙田精康　吉川雅偉　安井キク子　山脇浩子

石神あつ子　藤田幸二　山崎清子　島田輝子

山村秀忠　福里長登　森脇紀美子　山崎紫織

日下澄子　安井キサ　塚原成典　山口　博

吉川康夫　元林　彬　市村　旭　山根　馨

吉田　勝

《 本　　　田 》
青山栄一　青山　保　青山スイノ　東　陽子

泉　浮亀　井出玉江　伊藤捷子　伊藤功実代

稲石久子　稲石保行　井上千惠子　稲石達陽

石見郁雄　内山貞雄　大山隆司　岡嶋定子

岡村博行　尾川静治　沖本栄一　小田安子

越智好子　小野幸子　小野徹男　桂あや子

金谷光治　神原英和　鞠　春子　喜多幸子

喜多　洋　駒　健敏　斎坂博子　櫻井和子

櫻井徳蔵　左合　弘　島田笑子　島谷晏生

島谷弘子　菅沼朋子　竹上三郎時　多田羅寿一

田中進治　辻村　宏　寺崎常男　樋笠政男

洞江正枝　洞江豊太郎　徳井ツナ子

豊岡喜美子　中島江美子　中村　春　中村光江

中村龍平　中山扶瑳子　壬生きみ江　畑香代子

林　成光　早元信一　東根かず子　福田敬子

堀口雅雄　盆出晋一　町谷愛子　松栄　修

松栄克子　松島加代子　丸山久子　水政テル子

村上政美　安田雅昭　山口　正　山口義美

山崎啓子　山本和子　湯浅秀雄　吉岡敏男

吉田健治　渡部博子　森近祥英　三好秀幸

中村宣夫　中村恵利子　中井喜代子　山田耕一

駒　房子　岡嶋信義　岩田節子　大原博仁

水谷光子　篠田耕昌　沼波喜代子　松葉律子

藤原文子　野島　一　久保　貢　穏崎三枝子

川浦ミチ子　市川禮造　五百木弘子　川内英文

小川よし子　菱川　孟　葛原　毅　植田剛生

西村千代子　今井平治　西井邦夫　松上清孝

勝　一貴　村崎尚子　森本千恵子　安田　勝

柴田静代　川浦孝司　西村博士　勝　規子

野島　一　迫田　勉　岡嶋照子

《 九　条　東 》
天野栄子　有熊美佳　安慶名淑子　石川千代

石塚照子　植田末子　鵜飼末子　大垣和久

大森幸子　大森基弘　岡本珠子　越智春子

小野坂慶子　門田有規子　北村満郎　京林誠子

窪井茂秀　駒崎公一　駒田昭信　駒田豊子

駒田侑甫　栄田貴巳子　神野幸子　徐　信子

杉村幹夫　杉村幹太　鈴木敏子　田川句美子

田川智一朗　田中日出子　谷川圭以子

谷口順一　谷口節子　筒井シズ子　出口勝利

土肥春枝　矮松綾子　原　福一　瓢野晴比古

瓢野柳子　瓢野篤久　藤川雅子　藤本志郎

松浦周太郎　三浦昌子　三浦京美　向井和江

宮垣郁恵　森　弘子　森　正廣　弥上政江

薮内継男　薮内明子　吉田敏子　近藤辰也

近藤博代　田中房江　迫田和枝　川西須美子

駒崎頼子　出口美恵子　谷口靖広

カーモディ美穂　麻田寛子　門田邦介

原由紀子　原　淳次　黒住　耕　矮松厚司

原　伸治　原佐知子

《 九　条　南 》
赤松房雄　浅田　茂　飯田トミコ　碇　丈夫

池澤一夫　石井　均　石川新二郎　石田由美子

石谷重治　井上久枝　井上俊助　岩崎雅代

上田房江　上田　忠　上田智子　上西儀一郎

内浜マサ子　榎本　茂　榎本美津子

大石賀都子　大賀重男　大倉幸男　大田晋志

大西清隆　大森和樹　岡本しまえ　小川喜和子

奥井貴二　奥平雄二郎　荻　利秀　小野旭子

加賀山守　片山　力　神野ふく子　亀岡一美

仮谷　博　仮谷貞子　川端幸夫　神崎　博

喜馬富三郎　岸本晴康　北川克吉　北川博雄

北村節子　北村ちよゑ　北村弘市　木野澄子

木下　博　木村正人　草野スナヲ　草野利治

楠　重三　久保　清　倉岡秀年　國見治男

栗本礼子　小瀬　爽　小瀬　洌　小林美佐子

小山泰男　西賀隆雄　酒井章司　堺　眞之

坂野昭吉　作栄寿治　佐々木久子　佐田時子

佐藤年子　沢　　潔　篠藤純一　柴　照子

下浦　守　城野栄治　鈴木信子　鈴木藤信

高島幸枝　高瀬克己　高瀬万里子　武市トノ

竹口久子　竹谷幸子　谷　龍彦　辻　一郎

辻　庄一　土壁萠芽　土壁勇一　筒井良太郎

津本英章　土居義覃　常盤輝江　徳田勇一

長尾　孝　中島弘子　中田芳彦　中西寿義子

中原　収　成田末徳　新川正利　仁熊育代

仁熊良一　西尾喜八郎　西尾雅子　西原誠一

西山登美子　丹羽昭子　乃一正之　野田輝江

野田　優　野間田靖子　畠田幸次　浜田福恵

林　俊夫　原　昌子　平川千喜美　平田廣行

平田ミネ子　平田富貴子　平野弘二　平野雅裕

肥後幸雄　蛭間　彰　廣畑きみ　福井八郎

福留照夫　藤井寛子　細川日出男　細川アヤ子

布袋美智子　本田　章　前浜啓二　正信金属

松井小夜子　松井フミ子　㈱松井鋼材

松浦和子　松浦国男　松浦　輝　松浦輝夫

萬代文男　萬代政勝　萬代ユリ子　三浦卓爾

水嶋信雄　三宅　晃　三宅久子　三宅ふさ野

宮地泰子　村上　貢　村上賀通　㈱村井製作所

森　一子　森　勝美　森下義子　森田隆人

森脇祥光　安井　治　柳　勝美　山崎清一

山下貴司　山田悦弘　山部美智代　山本綾子

湯川千代　吉川てる子　吉川隆司　吉田惠一

和草弥生　和田隆子　渡部正介　渡辺友明

小林良堂　小林庄子　森田友紀子　横手和美

松島季子　武田俊夫　カイセイ薬局ドーム前

松森弘子　赤胴朝子　ミドリ安全㈱　奥井考二

下村雅記　興津冨美　キムラ海陸通商㈱

杉森知恵子　大曲　昇　亀井祐二　寺坂成子

内藤道治　小糸大成　田邉　亮　浜口　隆

妹尾光祥　大塚歌子　松井正樹　濱田安紀

脇田純一　大田貞枝　奥井治郎　西　輝夫

土井光子　小林三洋　細川日出男　加藤靖之

木村正人　小瀬　爽　堺　眞之　七滝能彰

岡　高広　武田俊夫　前浜啓二　岸本栄子

新川正利　奥田妙子　荻　俊秀　常盤輝江

杉森広子　大田黒将一　田辺昌宏

《 九　条　北 》
相原朝範　赤崎武治　秋倉幸夫　生野一夫

磯淵　勉　市川明生　市川剛雄　市川七生

一柳祐次　井上裕一　岩本ヨシ子　上西弘子

上野久子　上羽　一　上羽康之亮　梅本一男

江谷典哲　江谷正勝　江戸孝雄　大塚泰二

大伴　勝　大野耕四郎　大平　隆　大堀和子

大堀景子　大堀寿美子　大森久志　岡田昭夫

岡田ミチコ　岡本敬右　岡本トクエ　小川一雄

奥本　稔　尾崎朋子　越智常光　鍵谷豊勝

景山信子　加藤　馨　加藤　忠　加藤平二

金村一郎　河合雄一　川西裕久　管　寛子

木下泰子　菊池ふじゑ　木田澄子　北地正資

北村英子　椚座利明　久保日出子　久保稔嗣

黒木紀和　黒田敏也　香西冨男　小西健雄

小西　實　小林明美　小林久子　坂元照子

佐々成紀　佐竹春夫　佐藤充利　佐藤幸夫

四方正道　塩田美枝　七里政一　清水秀一

宿坊登代子　末国利三　末本修三　杉本　彰

杉本英夫　杉山　豊　関谷　保　関本勝子

瀬田安男　妹尾　茂　泰井健次　高市千代美

高瀬義英　高谷保秀　武川久雄　岳崎　満

武田貞雄　武田義之　武本義春　舘　義照

帶刀英彦　田中淳介　谷　壽人　谷元明光

田村善二郎　田村久子　辻野浩三　出口四郎

土井勝子　土肥孝彌　土井三知男　戸谷静子

冨岡ユリ子　豊岡　進　鳥井鷹雄　仲　一枝

永井和子　永井　博　長江弘次　長尾ツル子

中嶋　徹　中村重美　中村敏弥　中山耕一

中山博義　浪花千津子　西　桓央　西　泰憲

西浦洋二　野長瀬光吉　野辺清茂　橋本周二

長谷川禎章　播本輝美　美浦基二　百　政敏

深野博克　別宮慎太郎　堀内康司　本城絹子

前田英夫　前田碩亮　前田博保　牧　　勝

間島幸男　枩尾　裕　松島賢二　松田正敏

真鍋輝久　真鍋トシ子　道津健三　道津真佐登

宗国　寛　宗廣清野　村上健三　村上博隆

村上　亨　森　健二　森田　勲　保田文子

山内　豊　山口　敦　山下清五郎　山下登代子

山田正弘　山田洋子　山中雅弘　山本欽一

山本倫子　山本光男　山本勝嗣　湯浅恵美子

油野治郎　吉池南翔　吉国幸男　吉田　進

吉原雅郎　善元祥子　米田准子　渡辺弘彦

渡邉陽史　渡辺眞悟　綿本　悉　渡り忠武

杉本泰子　住野貴子　御圧月衛　田中照雄

田　豊市　池田茂子　岡本光弘　後藤和雄

杉本敬子　近藤政光　佐藤　賢　森本敏夫

山野靖夫　綾仁康夫　田邊文男　香西拓也

杉浦　勇　梅村圭子　田中　睦　曽我隆次郎

百　昇之　都志益一　松本正治郎　谷原日支満

中山　勇　美好拓人　小東　明　市川誠治

谷本俊雄　中西嘉代子　橋本忠男　市川純治郎

尾崎裕実　田中利江　松山岩夫　三井健司

河野重道　植本美紀　川村美智子　小河雅弘

大島省吾　山本勝秀　工藤邦夫　西岡　薫

澤井克行　益岡順子　和田庄二　前川克美

前川　要　松本正次郎　松崎勝男　荒川順行

木内隆義　有井美佐子　吉原雅郎　三井敏子

江谷友広　白井和夫　豊島末一　古川正昭

豊島公敬　浅井邦子　木村好孝　田上貞子

松田啓治　野田政美

《 そ　の　他 》
山口郁子
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西区社会福祉協議会では下記一覧表のとおり貸出事業を実施して

おります。 【貸出一覧表】

事業名 事業内容 受　付

車いす
利用者の年齢は問いません（原則１ケ月まで）

申請者の認印ご持参ください
随時受付

高齢者

擬似体験

システム

加齢にともなう自然な身体変化や病気・ケガや

事故によって生じる日常生活の不自由さを体験

できる装具です

随時受付

詳細・お申込みは西区社会福祉協議会までお問合せください

　西区社会福祉協議会は、共同募金の配分金や大阪市・

大阪市社会福祉協議会からの交付金・補助金・受託金、

そして皆様からの寄付金や会員の方々の会費などにより

運営されています。

☆西区在宅サービスセンター「にしながほり」の管理・運営

☆地域福祉活動推進事業

（地域社協・地域ネットワーク委員会が実施する高齢者・

障がい児・障がい者・子育て支援などのささえあいの

まちづくり活動支援）（大阪市地域支援システム・実務

者会議・高齢者支援専門会議の開催）

☆西区地域福祉アクションプラン推進委員会事務局の運営

☆ボランティアビューローの運営

　（ボランティアの需給調整・ボランティア講習会の開催）

☆老人福祉センターの管理・運営

☆子ども・子育てプラザの管理・運営

☆高齢者食事サービス事業

　（ふれあい型）

☆ふとん丸洗い乾燥サービス事業

　（年２回実施、23 年度実績は年 2回延べ 176人）

☆広報紙の発行

☆西区社会福祉講演会事業

障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声 Part７～

「音楽あふれる仙台から元気を発信」

第１部　ミニライブ・講演会

　被災地からのメッセージ

　「音楽のチカラ  あなたのために  わたしたちのために」

第２部　バリアフリー映画会

　「オハイエ！」

　　　　　　　　　　　（平成 24 年３月 27 日開催）

☆金婚夫婦お祝い会事業

　（23 年度は 34 組 )

☆福祉機器貸出事業

　（車椅子等の貸し出し）

☆各種団体及び事業の助成

　（区民まつり、成人式等）

会員ご加入のお願い

お 知 ら せ
今年度のそよかぜまつりの開催日は、11月24日（土） に変更になりました。ご迷惑をおかけ

いたしますが、今後とも、皆様の温かいご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

西区社会福祉協議会

地域包括支援センター
ボランティアビューロー

地域活動

デイサービスセンター

居宅介護支援

他にも・・・

子ども・子育てプラザ

老人福祉センター

あんしんさぽーと

ってどんなところ？？

・総合相談

・介護予防マネジメント、

　ケアプラン作成

・権利擁護

　（高齢者虐待、後見制度）

・ケアマネージャー支援

・ボランティアの相談、調整、

　情報提供

・ボランティア活動保険等の受付

・ボランティア養成講座の実施

・福祉出前講座（福祉教育など）

・小地域福祉活動支援

・地域ネットワーク委員会

　活動支援

・地域福祉アクションプラン

・ 要介護・要支援の方々へ

入浴、昼食、レクリエー

ション等の提供
・介護予防・介護マネジメント、

　ケアプラン作成

・つどいの広場、

　児童健全育成事業

・子育て中の親子への支援

・ふぁみさぽ事業

・高齢者の生きがいと

　健康づくり支援

・老人クラブ活動への支援

・日常金銭管理に不安が

　ある人への支援

様々な福祉活動で地域での生活を総合的に支援しています

・配食サービス　　　　　　　　　・サロン活動、子育て支援活動などの支援

・認知症サポーター養成講座　　　・地域生活支援事業

・広報紙「ふれあい西区」発行　　・家族介護教室

・車いすの貸し出し　　　　　　　・介護家族の会（あざみの会）支援

　など、様々な支援を行っています。

介護予防事業

・介護予防教室

　（はつらつ元気教室）

・なにわ元気塾　いきいき教室

　～なかまとにこにこわらって～

第11回目大阪弁

長い間

おじゃましました

例

賛助会費年額

個　　 人　１口　　　　　　 1,000円

団体・法人　１口　　　　　　10,000円

※口数に制限はございません。

※会費は税控除が受けられます。

〔申し込み先〕

各地域役員または西区社会福祉協議会

平成24年度共同募金配分金
　皆様の善意で寄せられた共同募金は、社会福祉を

目的とする事業や活動を支える貴重な財産です。

　平成23年10月に実施された共同募金により、

大阪府共同募金会より当協議会にも下記のとおり

配分され、当協議会の事業や広報紙の発行、各地

域社協行事や各種団体への助成など

有効に活用されています。

■地域配分金………1,325,769円

■その他特別配分金…496,981円

　ご協力ありがとうございました。本年も心温ま

るご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

　なお、配分金などの詳細につきましては、中央

募金会ホームページ「はねっと」（http://www.

akaihane.or.jp）にてご覧いただけます。


