
毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？

201４年６月 西 区 社 協 だ よ り  ～ ふ れ あ い 西 区 ～ 第５１号８

■西区社会福祉協議会では下記の貸出事業を実施しております
車　い　す 利用者の年齢は問いません（原則１カ月まで）。申請者の認印をご持参ください

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

詳細・申込みは、西区社会福祉協議会  地域活動担当までお問い合わせください。
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西区社協だより西区社協だより
「ふれあい西区」は共同募金の配分金で作られています

ボランティアビューローだよりボランティアビューローだよりボランティアビューローだより

毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？
毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？
飲み終わったペットボトルのキャップが、世界の子どもたちのポリオワクチンに！

西区社会福祉協議会でも、みなさまが集めていただいたキャップを
株式会社ダイワサービスへお渡ししています。
いつでもお持ちください。ご協力よろしくお願いします

◉「キャップは ササッと 水洗い」

実績（平成26年3月分）
キャップ
8,960個

ワクチン
５．６人分に

キャップ１,６００個で

　ワクチンひとり分に！！

平成25年度
ボランティア活動報告

ボランティア活動へご協力いただき
ありがとうございました
●ボランティア活動総数………1,315件
●ボランティア活動のべ人数…
　（練習・連絡会等を含む）

6,787人

…そうしていただくことで収集がスムーズに！

◉「ペットボトルのキャップのみ」…お醤油のキャップや缶の中蓋などは対象となりませんお願い
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高齢者関係 1,188人

障がい者・児関係 525人

子ども関係
894人

その他 ４,18０人

合計
6,787人

ちょっと知って
いるだけで…
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時
受
付

障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば

社会福祉法人  
大阪市西区社会福祉協議会

会長 北村  満郎

西地区募金会だより

●平成２６年度共同募金配分金●

平成26・27年度の新役員が選出されました

　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、地域役員、各種関係団体の皆さま方のご
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。
　近年、地域では高齢化、少子化等により地域活動な
ど住民自治を担う方々の減少が注目されており、今後、
地域活動をどう発展させていけばよいのか改めて問わ
れる時代に入っております。
　このような中にあって、今まで以上に地域と区社協
が連携して地域住民の福祉ニーズを迅速・的確に把握
し、区民の皆さまのお役に立てるよう事業を推進してい
く必要があると考えております。
　誰もが安全で安心して暮らしていけるよう、きめ細や
かな総合的な福祉サービスを提供し、「住んでよかった
西区」をつくりあげていくために、手を携えて頑張って
いかねばなりません。
　皆さまには今まで以上に大きなお力添えをお願いす
ることになろうかと思いますが、何卒よろしくお願い申し
あげます。

申込先…各地域役員または西区社会福祉協議会  ＴＥＬ.６５３９-８０７５

　平成２６年１月１日から５月３１日までに、
右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。

善意銀行だより
●佐藤　功 様
●大阪ガス株式会社
　大阪地区小さな灯運動 様
●西区新年互礼会世話人会 様
●岡本株式会社 様
●にし恋マルシェ2014堀中同窓会ブース 様
●匿名希望 １名様

ご 協 力 ありがとうござ います

日本赤十字社大阪府支部
活動資金（社資）の受付について

　当社会福祉協議会において、６～７月を中心に赤
十字の活動資金（社資）の受付を行っております。
心温まるご支援・ご協力をお願いいたします。詳し
くは、当社会福祉協議会までお問い合わせください。

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源です。

　平成２５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・・・・・・・・・ 291,249円
■その他特別配分金・・・ 315,044円

～でかけましょう   子育て仲間と   であいましょう～
ちょこっとでかけてみませんか？

意外と知らない地域の事、子育てサークルやお悩み相談など、たくさんのブースがありますよ。 
パラバルーンなど出し物もたくさん。赤ちゃんも幼児さんも親子で楽しめます。

問合せ先 ●西区保健福祉センター ＴＥＬ.653２-９０３６  ●西区社会福祉協議会 ＴＥＬ.6539-8075

平成２６年度●第９回子育て交流会

♥乳幼児と保護者  ♥これからママ、パパになる方
♥赤ちゃんの休憩室もありますよ！　

対象

６月２５日（水）午前１０時３０分～１２時３０分
西区民センター １階ホール＆３階

障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば
障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば

参加費
無料参加費
無料

参加費
無料

障がい児・障がい者、
みんなでスポーツや
レクリエーションを
楽しみましょう！！

６月２１日（土）午前１１時～午後２時３０分 西区民センター１Ｆホール
問合せ先…西区社会福祉協議会  ＴＥＬ.6539-8075

日
時

場
所

日時 場所

共同募金

会　長

理　事

監　事

評議員

北村満郎　　　　　　　　　　　　　　　富田正德　吉田安雄　堂前裕一

浮田光起　打越  勇　大塚泰二　北村満郎　笹倉和忠　笹野井庸夫　白國哲司　
田深欣寛　富田正德　堂前裕一　中島江美子　西村  卓　松野章宏　村井義和　
吉川  守　吉田安雄

川村耕一　佐藤美知子

北村満郎　富田正德　吉田安雄　堂前裕一　水谷喜代子　坂本啓子　道上武男
廣瀬充宏　青石堯光　中井智鶴子　岩見光雄　長岡  續　徳山楢由　島田輝子　
野島  一　田川智一朗　石谷重治　中山耕一　大森幸子　戸上辰雄　有山四郎　
宮部久子　和田隆子　沖本和子　小川キワ子　生島一夫　武田紀子　宮脇  淳　
十河恵子　山住智則　小林良堂　戸田直佑　和田利章　横石篤始　大江雅彦　
野田政美　玉井慶子　中村正通　 矢谷一朗

♦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。

[理　事]
[評議員]

草野利治　坂根 淳　山村秀忠　 山本信吉
山住武司　安東 徹　山本和子　 左海清孝
浅田軍治　藤嶌 清　麻殖生成剛　 篠藤恵美子
吾妻康史　野島 淳　松田啓治 　田中秀幸

♦地域社会福祉協議会長

♦平成26・27年度  新役員

〔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〕田深欣寛　〔堀江〕西村  卓　〔高台〕堂前裕一　〔日吉〕笹野井庸夫　〔千代崎〕松野章宏　
〔本田〕中島江美子　〔九条東〕北村満郎　〔九条南〕村井義和　〔九条北〕大塚泰二

（敬称略）

副会長

　当社会福祉協議会において、共同募金の業務・
受付を行っております。今年度の募金受付は、１０
月～１２月となっております。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。詳しくは、
西区社会福祉協議会までお問い合わせください。

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にてご覧いただけます。
http://www.akaihane-osaka.or.jp

西区社会福祉協議会は、
地域福祉活動の充実と財政基盤の安定をはかるため
皆様からの賛助会費や寄付金を募集しております。
ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。

◉寝具洗濯乾燥消毒サービス事業　
◉広報紙の発行　
◉西区社会福祉講演会事業　
◉金婚夫婦お祝い会事業（２５年度は５０組）　
◉福祉機器貸出事業
　（車いす等の貸出し、住宅改修の相談受付）
◉各種団体への助成　
　…などに使用させていただいています。

■賛助会費（年額）

※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。

団体・法人個　人

１口 １，０００円 １口 １０，０００円

ご協力ありがとうございました

障がい児・障がい者、
みんなでスポーツや
レクリエーションを
楽しみましょう！！

就 任 の ご あ い さ つ

賛 助 会 員 ご 加 入 の お 願 い賛 助 会 員ご 加 入 の お 願 い賛 助 会 員ご 加 入 の お 願 い

ワクチン



　毎月第３火曜日
10：00 ～ 11：30、
西船場会館にて
「おしゃべりひろば
ちゃいるど」が開催
されています（第１
火曜日は江戸堀会
館で共同開催）。
５月2０日は９組の親子が集いました。ママにお話を聞くと
「年齢の異なる子どもさんと触れ合うことができ、子どもは人
見知りしながらも喜んでいます」「地域の方と知り合いになれ
るところや、まだ公園に行けない小さな子どもも来られると
ころがいいですね」と。年に４回、西船場幼稚園の園児との
交流があり、これから幼稚園に入るお母さんも、幼稚園の雰

囲気がわかって安心できる良い機会
になっているようです。スタッフから
は「ちゃいるどを卒業した子が覚えて
いてくれることがあり、嬉しいです
ね。」と、10年の活動から充実や喜
びがうかがえました。
　小学校区内２地域が共同開催して

いることで、親同士のコミュニケーションや地域ならではの
繋がりが広がり、安心して子育てできる地域に発展していく
支援活動になっています。

　毎月第３木曜日、靭会館では閉じこもり介護予防
教室として「いきいき教室」を開催しています。毎月内
容も変わるため「今月は何かな？」と期待も膨らみます。
　５月１５日はボランティアグループコスモスさんが講師となり、キラキラビーズのストラ
ップ作りでした。靭公園のバラも雨露に濡れるあいにくの天気でしたが、集まった皆さん
は口々に「どの色がいい？」「今度こんなんでネックレスもつけなあかんなあ」と気分も
上々です。おしゃれ心をくすぐる小物作りは、集中して指先が動き、脳トレ・口トレになり
ます。早めに仕上がった方はお隣の方へ作り方を伝えられ、参加者の皆さんは次々に先
生へと早変わり。できあがったものを早速ポーチや財布につ
けてみると…「これ、ええわ―」と盛り上がり、会場内がひと
きわ明るくなります。靭のいきいき教室ではこうした満足感
や達成感を生活の張りに、そしていきいきとした生活に繋げ
ています。ぜひ充実した時間を一緒に過ごしてみませんか？

　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３地域
の関係者の方々には、こころよりお礼申しあげます。

西船場

‒  いきいき教室  ‒ 　

201４年６月２ 第５１号 ３

靭

　５月１２日、中村見守りコーディネーター（以下、見守りＣ）と
一緒に、Ｓさん（７９歳）のお宅へ伺いました。百歳体操や食事サービスにも積極的に参
加され、元気にひとり暮らしを続けているＳさん。ご主人が亡くなって、娘さん家族のい
る西区へ引っ越して来られて十数年。「おひとりでお困りになることは？」とお尋ねすると
「娘や孫たちも寄ってくれますが、ご近所同士のお付き合いもあり、中村さんにもすぐ相
談できるので安心です」と笑顔がこぼれます。見守りＣも「Ｓさんとは、よく声を掛け合っ
ています。ただ、ふらつきがあり室内での転倒も心配なので、緊急通報システムのご案内
や介護保険証の再発行等のお手伝いをしています。」とのこと。
　本田地域では、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、見守
りＣや地域の各種団体が協力し、向こう三軒両隣のちょっとした声かけを拡げることが、
助け上手・助けられ上手の関係づくりへとつながっています。

‒  西区地域福祉見守り応援事業 ‒　本田

‒  子育て支援  ‒ 　

地域にお住いの高齢者や障がいのある方を対象に見守り活動を行い、
地域とのつながりづくりのお手伝いをしています。
また、支援を必要とされている方のお困りごとなどの相談を受け、
福祉の専門職とのつなぎ役をしています。

各地域会館を拠点に、〝見守りコーディネーター〟が活動しています

認知症サポーター養成講座
あなたも認知症サポーターとなって、
家族や地域の方、友だちが住み慣れた地域で
安心して暮らせるための応援者になりませんか。
受講修了者には、活動のシンボルグッズである
「オレンジリング」を授与します。

日時…毎月第２土曜日　午前１０時３０分～正午
場所…西区在宅サービスセンター 第３会議室（西区役所合同庁舎６階）
講師…西区キャラバン・メイト連絡会（事務局：西区社会福祉協議会）
定員…１５名（先着順） ※初めて受講される方を優先します
対象…●西区内に在住・在勤・在学の方
　　　●西区在住の認知症の高齢者を他区から介護されているご家族の方

申込先…西区在宅サービスセンター  ＴＥＬ.６５３９－８０７５（サポーター養成講座担当）
★講座は、毎回同じ内容で実施します。また、事業の関係で休講することもありますので詳しくはお問い合わせください。

～認知症を正しく知ろう！～

あなたの生活を支援する福祉の貸付制度
生活福祉資金貸付事業のお知らせ

◎資金の種類は貸付の目的と貸付対象世帯により４種類に分かれています。 ◎詳しくは、西区社会福祉協議会
　までお問い合わせください。
ＴＥＬ.6539-8075

平成２６年４月１日より、
西区社会福祉協議会において
申請・相談業務を受け付けています。

西 区 地 域 福 祉 見 守 り 活 動 応 援 事 業

いつまでも住み続けたいまち
西区をめざして

生活保護基準の１.８倍以内の所
得水準世帯。住宅の補修等の経
費借入の場合は２.５倍以内。
また、教育支援資金は、住民税
非課税または生活保護世帯が
対象です。

総合支援資金 福祉資金 教育支援資金 不動産担保型生活資金

◆ 低所得世帯 ◆
「身体障害者手帳」「療育手帳」「精
神障害者保健福祉手帳」の交付を
受けた方の属する世帯で、所得水
準は生活保護基準の１.８倍以内の
世帯。ただし、障がい者用自動車購
入の経費借入の場合は３.０倍以内。

◆ 障がい者世帯 ◆
日常生活で療養または介護を要する
６５歳以上の高齢者の属する世帯で、
所得水準は生活保護基準の２.５倍
以内の世帯。なお、６５歳以上の方
が申し込まれる場合は、６５歳未満
の三親等内の連帯借受人が必要です。

◆ 高齢者世帯 ◆
生計中心者の失業により生計
の維持が困難となった世帯。
なお、世帯員に収入がある場
合、世帯の所得水準は生活保
護基準の１.８倍以内の世帯が
対象です。

◆ 失業者世帯 ◆

かなえるリハビリ訪問看護ステーションにて４月実施▶

こんにちは！

地域支援ワーカーの上舎です！　

みんなで
 サポート！

かんじゃ

無料

～ ふ れ あ い 西 区 ～西 区 社 協 だ よ り

新事業のお知らせ

　西区社会福祉協議会で「地域生活支援事業」と「生活支援型食事
サービス事業」を担当しています。西区地域包括支援センターをは
じめとした各福祉分野の様々な相談支援機関や各地域で見守りを
実施している見守りコーディネーターと連携を図りながら、本人や家
族等からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言を行っています。

地域生活支援事業とは…
　大阪市では、平成１７年度より、市内に
居住する社会的援護を必要とする人 （々要援
護者）に対し、地域において自立した生活が送れ
るよう、福祉に関する問題を本人や家族等からの
相談に応じて、地域における支え合いの取り組み
と連携を図りながら、必要な情報提供及び助言、
その他さまざまな支援を提供する、いわゆるコミ
ュニティ・ソーシャル・ワークを行う「地域生活支
援事業」を実施しています。

●高齢になって、健康や
　介護のことが心配… ●ご近所のひとり暮らしの高齢者、

　最近お顔を見ないけど…

●障がいがあって不安…

●親の介護のこと、どこに相談
　したらいいかわからない…

…など、こんなときは
西区社会福祉協議会
または各地域会館まで
お気軽にご相談ください。
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◎貸付の対象となる世帯は…

★いきいき教室の詳細についてはP.４をご覧ください。

★次回は、広教・日吉地域を予定しております。ご協力をお願いいたします。

　２月２８日、西区民センターにて開催し、約１６０名の
区民の方々の参加がありました。
　第１部では、西区消防署の協力による起震車体験や
非常食の試食・消火や移動訓練をしました。また、日本
公衆電話会とＮＴＴのブースでは、緊急時の伝言ダイヤル講習が好評でした。第
２部の防災ワークショップでは、大阪市危機管理室より地域防災活動アドバイ
ザーをお招きし、西中学校下を中心に災害が起きた際の各地域での対応や避難
経路の確認、図上訓練など地域ごとに分かれてグループワークをしました。
参加者の方からは「障がい者の方と防災マップ作りに参加でき
てよかった」「日ごろからの備えが大切だと思
った」「障がい者とのつながり、ネットワーク
の大切さを知らせたい」などの意見をたくさ
んいただきました。
　今後もこのような取り組みを通し、震災・
防災の備えや心構えを一つにできるよう、
人と人とのつながりを広げていきます。

　西区内の１４地域では、月１～２回、各地域会館や小学校で概ね６５歳以上のひとり暮
らし、または高齢者世帯の方を対象に会食や配食を実施しています。平成２５年度は６２４
名のボランティアさんがのべ７,８０７食の食事を提供し、地域高齢者の『なかまづくり』や
『きずなづくり』をご近所で広げるお手伝いをさせていただきました。
　平成２６年度より、各地域高齢者食事サービス事業は地域活動協議会の中で運営する
ことになりました。食事サービスへの参加、またボランティアについての見学や体験は随時行っていますので、各地域会館へお問い合わせください。

「障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声 part9～」
  を開催しました

西区高齢者食事サービス事業連絡会だより

　３月６日、大阪市立こども文化センターで、社会福
祉講演会を開催しました。
　第１部は子育てを応援する現役ママたちのフラダ
ンスと癒し系シンガーソングライターの歌で始まり、
第２部では、甲南女子大学准教授の山下智佳子氏を
お招きし、最近の子育て事情や地域で支えることの
重要性、身近な課題や解決策など、西区で取り組ま
れている子育て支援活動を視点とし、お話をいただ
きました。
　講演会の司会は現役ママが担当し、閉めくくりには、西区
で子育てを応援しているボランティアの “ 爺メン ” から山下

先生にバルーンの花束が贈呈されるサプライズもあり、
和やかな雰囲気の中で終了しました。
　アンケートでは「ママと赤ちゃん一緒のフラダンスは
ほほえましく、歌は心に響き感動しました」「今どきの子
育て事情を知り、あいさつや助け合って生きることを通して、ふれあうことの大
切さを再認識しました」などの感想や、「子育て世代の参加が少なくて残念」「講
演時間を考えてほしい」などのご意見もいただきました。今後も当会では、世代
を越えた広いつながりやネットワークを活かし、地域で安心して子育てを支え
ていける “まちづくり”を目指します。

収　　　入 支　出

利用料

2,537,050

補助金

2,129,646

検便費

112,518

地域負担

255,087

前年度繰越金
（補助金・地域分）
5,021,971

材料費
弁当代
5,021,971

検便費

112,518 419,915

H25
繰越金

5,554,404 5,554,404

（単位：円）平成25年度 西区高齢者食事サービス事業精算報告（区内14地域総数）

「つながる子育て」を開催しました開催報告西区社会福祉講演会

「ちょっとした声かけから
   助け上手・助けられ上手の関係へ」

「きらきら輝く いきいき教室」

「おしゃべりひろば　ちゃいるど①
　『地域のママとお友だち』」



　毎月第３火曜日
10：00 ～ 11：30、
西船場会館にて
「おしゃべりひろば
ちゃいるど」が開催
されています（第１
火曜日は江戸堀会
館で共同開催）。
５月2０日は９組の親子が集いました。ママにお話を聞くと
「年齢の異なる子どもさんと触れ合うことができ、子どもは人
見知りしながらも喜んでいます」「地域の方と知り合いになれ
るところや、まだ公園に行けない小さな子どもも来られると
ころがいいですね」と。年に４回、西船場幼稚園の園児との
交流があり、これから幼稚園に入るお母さんも、幼稚園の雰

囲気がわかって安心できる良い機会
になっているようです。スタッフから
は「ちゃいるどを卒業した子が覚えて
いてくれることがあり、嬉しいです
ね。」と、10年の活動から充実や喜
びがうかがえました。
　小学校区内２地域が共同開催して

いることで、親同士のコミュニケーションや地域ならではの
繋がりが広がり、安心して子育てできる地域に発展していく
支援活動になっています。

　毎月第３木曜日、靭会館では閉じこもり介護予防
教室として「いきいき教室」を開催しています。毎月内
容も変わるため「今月は何かな？」と期待も膨らみます。
　５月１５日はボランティアグループコスモスさんが講師となり、キラキラビーズのストラ
ップ作りでした。靭公園のバラも雨露に濡れるあいにくの天気でしたが、集まった皆さん
は口々に「どの色がいい？」「今度こんなんでネックレスもつけなあかんなあ」と気分も
上々です。おしゃれ心をくすぐる小物作りは、集中して指先が動き、脳トレ・口トレになり
ます。早めに仕上がった方はお隣の方へ作り方を伝えられ、参加者の皆さんは次々に先
生へと早変わり。できあがったものを早速ポーチや財布につ
けてみると…「これ、ええわ―」と盛り上がり、会場内がひと
きわ明るくなります。靭のいきいき教室ではこうした満足感
や達成感を生活の張りに、そしていきいきとした生活に繋げ
ています。ぜひ充実した時間を一緒に過ごしてみませんか？

　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３地域
の関係者の方々には、こころよりお礼申しあげます。

西船場

‒  いきいき教室  ‒ 　

201４年６月２ 第５１号 ３

靭

　５月１２日、中村見守りコーディネーター（以下、見守りＣ）と
一緒に、Ｓさん（７９歳）のお宅へ伺いました。百歳体操や食事サービスにも積極的に参
加され、元気にひとり暮らしを続けているＳさん。ご主人が亡くなって、娘さん家族のい
る西区へ引っ越して来られて十数年。「おひとりでお困りになることは？」とお尋ねすると
「娘や孫たちも寄ってくれますが、ご近所同士のお付き合いもあり、中村さんにもすぐ相
談できるので安心です」と笑顔がこぼれます。見守りＣも「Ｓさんとは、よく声を掛け合っ
ています。ただ、ふらつきがあり室内での転倒も心配なので、緊急通報システムのご案内
や介護保険証の再発行等のお手伝いをしています。」とのこと。
　本田地域では、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指し、見守
りＣや地域の各種団体が協力し、向こう三軒両隣のちょっとした声かけを拡げることが、
助け上手・助けられ上手の関係づくりへとつながっています。

‒  西区地域福祉見守り応援事業 ‒　本田

‒  子育て支援  ‒ 　

地域にお住いの高齢者や障がいのある方を対象に見守り活動を行い、
地域とのつながりづくりのお手伝いをしています。
また、支援を必要とされている方のお困りごとなどの相談を受け、
福祉の専門職とのつなぎ役をしています。

各地域会館を拠点に、〝見守りコーディネーター〟が活動しています

認知症サポーター養成講座
あなたも認知症サポーターとなって、
家族や地域の方、友だちが住み慣れた地域で
安心して暮らせるための応援者になりませんか。
受講修了者には、活動のシンボルグッズである
「オレンジリング」を授与します。

日時…毎月第２土曜日　午前１０時３０分～正午
場所…西区在宅サービスセンター 第３会議室（西区役所合同庁舎６階）
講師…西区キャラバン・メイト連絡会（事務局：西区社会福祉協議会）
定員…１５名（先着順） ※初めて受講される方を優先します
対象…●西区内に在住・在勤・在学の方
　　　●西区在住の認知症の高齢者を他区から介護されているご家族の方

申込先…西区在宅サービスセンター  ＴＥＬ.６５３９－８０７５（サポーター養成講座担当）
★講座は、毎回同じ内容で実施します。また、事業の関係で休講することもありますので詳しくはお問い合わせください。

～認知症を正しく知ろう！～

あなたの生活を支援する福祉の貸付制度
生活福祉資金貸付事業のお知らせ

◎資金の種類は貸付の目的と貸付対象世帯により４種類に分かれています。 ◎詳しくは、西区社会福祉協議会
　までお問い合わせください。
ＴＥＬ.6539-8075

平成２６年４月１日より、
西区社会福祉協議会において
申請・相談業務を受け付けています。
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いつまでも住み続けたいまち
西区をめざして

生活保護基準の１.８倍以内の所
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費借入の場合は２.５倍以内。
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非課税または生活保護世帯が
対象です。
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新事業のお知らせ

　西区社会福祉協議会で「地域生活支援事業」と「生活支援型食事
サービス事業」を担当しています。西区地域包括支援センターをは
じめとした各福祉分野の様々な相談支援機関や各地域で見守りを
実施している見守りコーディネーターと連携を図りながら、本人や家
族等からの相談に応じて、必要な情報の提供や助言を行っています。

地域生活支援事業とは…
　大阪市では、平成１７年度より、市内に
居住する社会的援護を必要とする人 （々要援
護者）に対し、地域において自立した生活が送れ
るよう、福祉に関する問題を本人や家族等からの
相談に応じて、地域における支え合いの取り組み
と連携を図りながら、必要な情報提供及び助言、
その他さまざまな支援を提供する、いわゆるコミ
ュニティ・ソーシャル・ワークを行う「地域生活支
援事業」を実施しています。

●高齢になって、健康や
　介護のことが心配… ●ご近所のひとり暮らしの高齢者、

　最近お顔を見ないけど…

●障がいがあって不安…

●親の介護のこと、どこに相談
　したらいいかわからない…

…など、こんなときは
西区社会福祉協議会
または各地域会館まで
お気軽にご相談ください。
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TEL.6583ｰ3995

TEL.6581ｰ6899

TEL.4393ｰ9111

TEL.6582ｰ0303

TEL.6582ｰ1133

地 域 見守り
コーディネーター 事務所／電話番号

（平成２６年６月５日現在）

◎貸付の対象となる世帯は…

★いきいき教室の詳細についてはP.４をご覧ください。

★次回は、広教・日吉地域を予定しております。ご協力をお願いいたします。

　２月２８日、西区民センターにて開催し、約１６０名の
区民の方々の参加がありました。
　第１部では、西区消防署の協力による起震車体験や
非常食の試食・消火や移動訓練をしました。また、日本
公衆電話会とＮＴＴのブースでは、緊急時の伝言ダイヤル講習が好評でした。第
２部の防災ワークショップでは、大阪市危機管理室より地域防災活動アドバイ
ザーをお招きし、西中学校下を中心に災害が起きた際の各地域での対応や避難
経路の確認、図上訓練など地域ごとに分かれてグループワークをしました。
参加者の方からは「障がい者の方と防災マップ作りに参加でき
てよかった」「日ごろからの備えが大切だと思
った」「障がい者とのつながり、ネットワーク
の大切さを知らせたい」などの意見をたくさ
んいただきました。
　今後もこのような取り組みを通し、震災・
防災の備えや心構えを一つにできるよう、
人と人とのつながりを広げていきます。

　西区内の１４地域では、月１～２回、各地域会館や小学校で概ね６５歳以上のひとり暮
らし、または高齢者世帯の方を対象に会食や配食を実施しています。平成２５年度は６２４
名のボランティアさんがのべ７,８０７食の食事を提供し、地域高齢者の『なかまづくり』や
『きずなづくり』をご近所で広げるお手伝いをさせていただきました。
　平成２６年度より、各地域高齢者食事サービス事業は地域活動協議会の中で運営する
ことになりました。食事サービスへの参加、またボランティアについての見学や体験は随時行っていますので、各地域会館へお問い合わせください。

「障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声 part9～」
  を開催しました

西区高齢者食事サービス事業連絡会だより

　３月６日、大阪市立こども文化センターで、社会福
祉講演会を開催しました。
　第１部は子育てを応援する現役ママたちのフラダ
ンスと癒し系シンガーソングライターの歌で始まり、
第２部では、甲南女子大学准教授の山下智佳子氏を
お招きし、最近の子育て事情や地域で支えることの
重要性、身近な課題や解決策など、西区で取り組ま
れている子育て支援活動を視点とし、お話をいただ
きました。
　講演会の司会は現役ママが担当し、閉めくくりには、西区
で子育てを応援しているボランティアの “ 爺メン ” から山下

先生にバルーンの花束が贈呈されるサプライズもあり、
和やかな雰囲気の中で終了しました。
　アンケートでは「ママと赤ちゃん一緒のフラダンスは
ほほえましく、歌は心に響き感動しました」「今どきの子
育て事情を知り、あいさつや助け合って生きることを通して、ふれあうことの大
切さを再認識しました」などの感想や、「子育て世代の参加が少なくて残念」「講
演時間を考えてほしい」などのご意見もいただきました。今後も当会では、世代
を越えた広いつながりやネットワークを活かし、地域で安心して子育てを支え
ていける “まちづくり”を目指します。

収　　　入 支　出

利用料

2,537,050

補助金

2,129,646

検便費

112,518

地域負担

255,087

前年度繰越金
（補助金・地域分）
5,021,971

材料費
弁当代
5,021,971

検便費

112,518 419,915

H25
繰越金

5,554,404 5,554,404

（単位：円）平成25年度 西区高齢者食事サービス事業精算報告（区内14地域総数）

「つながる子育て」を開催しました開催報告西区社会福祉講演会

「ちょっとした声かけから
   助け上手・助けられ上手の関係へ」

「きらきら輝く いきいき教室」

「おしゃべりひろば　ちゃいるど①
　『地域のママとお友だち』」
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西区地域包括
支援センターだより成年後見制度 研修会

西区在宅
デイサービス
センターだより

日時：７月１１日(金) 午後１時３０分～３時
場所：西区在宅サービスセンター第１会議室（西区役所６階）
対象：西区在住・在勤のご本人、ご家族、支援者の方
講師：公益財団法人　日本ライフ協会

知っておこう！ もしものときの備えにも！

『成年後見制度』とは、判断能力が不十分な方を支援する制度です。
制度の説明や老い支度（終活）のポイントについて、事例を通しての内容です。

６５歳以上で要支援・要介護の認定を受けていない方で、
基本チェックリストに該当し、その後医療機関で受診し、
医師の許可を受けた方が参加できます。

西区在宅サービスセンターに週１～２回来て、
運動トレーニング１４回、栄養教室３回、口腔教室３回の合計２０回を
  １クール（３か月）として介護予防全般について学ぶことができます。
　　修了後も修了生のみが参加できる「運動教室卒業者の会」が毎月
　　定期的にあり、運動や脳トレにみなさん楽しく参加されています。

介護予防教室に参加することで、いろんな情報を提供でき
ますので、お気軽にお問い合わせください。

●デイサービスご利用者さまの声…

申込先…西区地域包括支援センター TEL.6539‐8075
西区社会福祉協議会  西区在宅サービスセンターにしながほり内

西区役所６階にあるとても眺めの良い
デイサービスセンターです。
広いフロアと中庭が見えるお風呂が自慢です。
ご利用される方の笑顔を引き出す介護を目指して
地域のボランティアさんの演芸や世代間交流も積極的に行い
バラエティーに富んだプログラムを毎日提供しています。

西区老人福祉センター 西区本田３‒７‒２　
ＴＥＬ.６５８２‒９５５２　
FAX.６５８２‒９５５４

西区子ども・子育てプラザ 西区本田３‒７‒２　
ＴＥＬ.６５８２‒９５５３　
FAX.６５８２‒９５５４

平成２６年度予算 と 
平成２５年度決算報告

○調査研究
○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、ホームページ運用など）
○地域福祉活動･事業の推進
○コミュニティ・ソーシャル・ワーク推進事業
○西区地域福祉見守り活動応援事業
○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）
○高齢者食事サービス事業（生活支援型）
○寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
○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
○共同募金の受付業務
○日本赤十字社大阪府支部活動資金（社資）の受付業務
○ボランティア・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

【収入】
会員会費 ………………… 3,000,000円
分担金収入 ………………… ２５５,５00円
寄附金収入 ……………… ２,０３９,000円
経常経費補助金収入 ……… １６０,０00円
事業交付金収入 …………４４,６３４,２７１円
助成金収入 ……………………………０円
受託金収入 …………… 1２０,２３０,３８８円
事業収入 ………………… 2,８５０,000円
介護保険事業収入 ………7３,０５６,000円
その他事業収入 ……………… ６,000円
返還金収入 ……………………………0円
その他の収入 …………………９９,000円
受取利息配当金収入  …… 1,4２５,５00円

経常収入計 …………… 24７,７５５,６５９円

【支出】
法人運営事業 ………………４,６１８,０00円
助成事業 ………………………２８０,０00円
区地域福祉活動支援事業 ４４,６３４,２７１円
共同募金配分金事業 ………………… 0円
地域福祉推進基金事業 ……1,40０,000円
地域生活支援事業 …………７,７１７,５00円
善意銀行事業 ………………１,８６0,000円
あんしんさぽーと事業…………５２３,６１0円
地域包括支援センター事業 4４,５３５,５０0円
介護予防事業 ………………６,５５６,０00円
通所介護事業 ……………３４,７２０,１00円
新介護予防支援事業 ……３２,０２８,８２0円
居宅介護支援事業 …………… １３,２00円
老人福祉センター事業……１７,８２０,000円
生活支援型食事サービス事業 4,３１３,000円
子育て活動支援事業 …… 2９,４０９,０５0円
生活福祉資金貸付事業 ……２,６００,0００円
その他事業 …………………９,３１８,７２８円

合　　計 ……………… 2４２,３４７,7７９円

平成2６年度
予  算

【収入】
会員会費 ………………… 3,0５５,000円
寄附金収入 ……………… ２,７７４,１８４円
助成金収入 ………………… １３０,８９０円
経常経費補助金収入 ……３７,１８０,６３８円
受託金収入 …………… 1１２,８５２,４９０円
事業収入 ………………… ４,４４０,３７１円
共同募金配分金収入 …………６６,２７５円
介護保険料収入 …………7１,７０７,３３１円
利用料収入 …………………… ７,８００円
負担金収入 ………………… ２５７,１００円
雑収入 ……………………… ４２６,１９１円
受取利息配当金収入  …… 1,4３８,９２１円

経常収入計 …………… 2３４,３３７,１９１円

【支出】
法人運営事業 ………………７,６１４,４４0円
区地域福祉活動支援事業 ３４,３６８,６３８円
共同募金配分金事業 ………… ６６,２７５円
地域福祉推進基金事業…………５５８,８６７円
地域福祉活動推進事業……１６,５８５,８０９円
善意銀行事業 ………………２,６８１,５７８円
あんしんさぽーと事業…………２４７,７２0円
地域包括支援事業 ……… 4０,５６９,８６５円
介護予防事業 ………………９,８３２,６１９円
デイサービス事業…………３０,６５０,８４５円
居宅介護事業 ……………３７,２０６,２４0円
老人福祉センター事業……１９,９８５,２８８円
食事サービス事業……………７,７４８,５２１円
子育て支援事業 ………… 2５,８７６,５４６円

合　　計 ……………… 2３３,９９３,２５１円

平成2５年度 決算

　去る３月２８日に「平成２６年度事業計画と予算」が、また５月２８日には「平成２５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。

フラ
ダンス

マジック

尺八

他にもたくさんのボランティアさんが活動されています

本格的な演芸の数々を
いつも楽しみにしています （Sさん） 一緒に歌えるのが

気持ちよくていいです （Hさん）

今日はどんなボランティアさんが
来てくれるか心待ちにしています （Mさん）

行 事 の ご 案 内

どんな方が参加できるの？

どんなことをするの？

無料定員 ３０名
（申込制）

一日体験・見学
しませんか？

ご希望の方は
デイサービス担当まで
ＴＥＬ.6539-8075
ご連絡ください。

送迎・食事あり

６００円

（西区新町4‐5‐14  西区役所合同庁舎6階）
月～金  午前9時～午後7時　土 午前9時～午後5時　日・祝・年末年始休み

~ ふ れ あ い 西 区 ~西 区 社 協 だ よ り

○介護予防事業
○部会・委員会活動
○生活福祉資金貸付事業  など

●「ボールとチューブでストレッチ」…毎月第１木曜日　
●「音と遊ぼう♪ 楽しいリトミック」…毎月第２木曜日
●「ゆったりエアロ」…毎月第２火曜日　

事前に申込みが必要です
いずれも午後２時～３時に開催健康づくり講座

６月２５日（水）、７月２９日（火）、８月２９日（金）、９月１８日（木）

無料のイベントと
コーヒーサロン（５０円）を毎月開催はっぴーサロン

７月２３日（水）、９月２４日（水）  ※奇数月に開催

記念撮影と記念品、演芸会でお祝いします誕 生 会

●フラダンス、お花、書道、カラオケなど２６サークルがあります。
　楽しみながら生きがいと健康づくり、仲間づくりをしませんか？

参加者募集中！ 見学も随時受付中！サークル活動

●ビーンボウリング、輪投げなどの
　室内ゲーム大会を毎月開催しています。

●また、 囲碁・将棋やミニビリヤードなどの遊具は随時使用できます。

その他

高齢者の
よろず
相談所

な
ん
で
も
相
談
へ

い
ら
っ
し
ゃ
〜
い
！

★健康づくり　
★介護保険・介護サービス
★金銭管理の不安・認知症相談
★気になる高齢者・介護相談

お気軽にご相談ください

近々の開催日

近々の開催日

プラザの
『つどいの広場』が
公園に出張します♪

みんな、
あつまってね！

７月４日（金）
午前10時30分～11時30分

共催：西区民生委員児童委員協議会　子育て応援♪オ・ハ・ナ

問合せ…西区子ども・子育てプラザ

〈雨天中止〉

四
ツ
橋
筋

靭公園前
靭会館

テニス
コート

靭公園
東園広場

大阪科学
技術館

WC
WC

シャボン玉で
　　 あそぼう！

公園にあつまれ！
シャボン玉で
　　 あそぼう！
シャボン玉で
　　 あそぼう！

ここにあつまって！

対象 参加費無料乳幼児と保護者

場所 靭公園 東園広場

平成２６年度 
西区社会福祉協議会 事 業 計 画

今話題の
介護予防教室を
ご存知ですか

今話題の
介護予防教室を
ご存知ですか
介護予防とは
『要介護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』取り組みです。
「最近身体に衰えを感じる」「外出する機会が減った」
「人と会話する機会も少なくなった」
こんなことに心当たりはありませんか？
もう年だからとか面倒だとか思わないで、
元気寿命で過ごしましょう。

い
い
感
じ
で
す
よ

マシーンを使って
筋力を維持！

自宅でも続けやすい
運動方法が学べます
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西区地域包括
支援センターだより成年後見制度 研修会

西区在宅
デイサービス
センターだより

日時：７月１１日(金) 午後１時３０分～３時
場所：西区在宅サービスセンター第１会議室（西区役所６階）
対象：西区在住・在勤のご本人、ご家族、支援者の方
講師：公益財団法人　日本ライフ協会

知っておこう！ もしものときの備えにも！

『成年後見制度』とは、判断能力が不十分な方を支援する制度です。
制度の説明や老い支度（終活）のポイントについて、事例を通しての内容です。

６５歳以上で要支援・要介護の認定を受けていない方で、
基本チェックリストに該当し、その後医療機関で受診し、
医師の許可を受けた方が参加できます。

西区在宅サービスセンターに週１～２回来て、
運動トレーニング１４回、栄養教室３回、口腔教室３回の合計２０回を
  １クール（３か月）として介護予防全般について学ぶことができます。
　　修了後も修了生のみが参加できる「運動教室卒業者の会」が毎月
　　定期的にあり、運動や脳トレにみなさん楽しく参加されています。

介護予防教室に参加することで、いろんな情報を提供でき
ますので、お気軽にお問い合わせください。

●デイサービスご利用者さまの声…

申込先…西区地域包括支援センター TEL.6539‐8075
西区社会福祉協議会  西区在宅サービスセンターにしながほり内

西区役所６階にあるとても眺めの良い
デイサービスセンターです。
広いフロアと中庭が見えるお風呂が自慢です。
ご利用される方の笑顔を引き出す介護を目指して
地域のボランティアさんの演芸や世代間交流も積極的に行い
バラエティーに富んだプログラムを毎日提供しています。

西区老人福祉センター 西区本田３‒７‒２　
ＴＥＬ.６５８２‒９５５２　
FAX.６５８２‒９５５４

西区子ども・子育てプラザ 西区本田３‒７‒２　
ＴＥＬ.６５８２‒９５５３　
FAX.６５８２‒９５５４

平成２６年度予算 と 
平成２５年度決算報告

○調査研究
○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、ホームページ運用など）
○地域福祉活動･事業の推進
○コミュニティ・ソーシャル・ワーク推進事業
○西区地域福祉見守り活動応援事業
○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）
○高齢者食事サービス事業（生活支援型）
○寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
○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
○共同募金の受付業務
○日本赤十字社大阪府支部活動資金（社資）の受付業務
○ボランティア・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

【収入】
会員会費 ………………… 3,000,000円
分担金収入 ………………… ２５５,５00円
寄附金収入 ……………… ２,０３９,000円
経常経費補助金収入 ……… １６０,０00円
事業交付金収入 …………４４,６３４,２７１円
助成金収入 ……………………………０円
受託金収入 …………… 1２０,２３０,３８８円
事業収入 ………………… 2,８５０,000円
介護保険事業収入 ………7３,０５６,000円
その他事業収入 ……………… ６,000円
返還金収入 ……………………………0円
その他の収入 …………………９９,000円
受取利息配当金収入  …… 1,4２５,５00円

経常収入計 …………… 24７,７５５,６５９円

【支出】
法人運営事業 ………………４,６１８,０00円
助成事業 ………………………２８０,０00円
区地域福祉活動支援事業 ４４,６３４,２７１円
共同募金配分金事業 ………………… 0円
地域福祉推進基金事業 ……1,40０,000円
地域生活支援事業 …………７,７１７,５00円
善意銀行事業 ………………１,８６0,000円
あんしんさぽーと事業…………５２３,６１0円
地域包括支援センター事業 4４,５３５,５０0円
介護予防事業 ………………６,５５６,０00円
通所介護事業 ……………３４,７２０,１00円
新介護予防支援事業 ……３２,０２８,８２0円
居宅介護支援事業 …………… １３,２00円
老人福祉センター事業……１７,８２０,000円
生活支援型食事サービス事業 4,３１３,000円
子育て活動支援事業 …… 2９,４０９,０５0円
生活福祉資金貸付事業 ……２,６００,0００円
その他事業 …………………９,３１８,７２８円

合　　計 ……………… 2４２,３４７,7７９円

平成2６年度
予  算

【収入】
会員会費 ………………… 3,0５５,000円
寄附金収入 ……………… ２,７７４,１８４円
助成金収入 ………………… １３０,８９０円
経常経費補助金収入 ……３７,１８０,６３８円
受託金収入 …………… 1１２,８５２,４９０円
事業収入 ………………… ４,４４０,３７１円
共同募金配分金収入 …………６６,２７５円
介護保険料収入 …………7１,７０７,３３１円
利用料収入 …………………… ７,８００円
負担金収入 ………………… ２５７,１００円
雑収入 ……………………… ４２６,１９１円
受取利息配当金収入  …… 1,4３８,９２１円

経常収入計 …………… 2３４,３３７,１９１円

【支出】
法人運営事業 ………………７,６１４,４４0円
区地域福祉活動支援事業 ３４,３６８,６３８円
共同募金配分金事業 ………… ６６,２７５円
地域福祉推進基金事業…………５５８,８６７円
地域福祉活動推進事業……１６,５８５,８０９円
善意銀行事業 ………………２,６８１,５７８円
あんしんさぽーと事業…………２４７,７２0円
地域包括支援事業 ……… 4０,５６９,８６５円
介護予防事業 ………………９,８３２,６１９円
デイサービス事業…………３０,６５０,８４５円
居宅介護事業 ……………３７,２０６,２４0円
老人福祉センター事業……１９,９８５,２８８円
食事サービス事業……………７,７４８,５２１円
子育て支援事業 ………… 2５,８７６,５４６円

合　　計 ……………… 2３３,９９３,２５１円

平成2５年度 決算

　去る３月２８日に「平成２６年度事業計画と予算」が、また５月２８日には「平成２５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。

フラ
ダンス

マジック

尺八

他にもたくさんのボランティアさんが活動されています

本格的な演芸の数々を
いつも楽しみにしています （Sさん） 一緒に歌えるのが

気持ちよくていいです （Hさん）

今日はどんなボランティアさんが
来てくれるか心待ちにしています （Mさん）

行 事 の ご 案 内

どんな方が参加できるの？

どんなことをするの？

無料定員 ３０名
（申込制）

一日体験・見学
しませんか？

ご希望の方は
デイサービス担当まで
ＴＥＬ.6539-8075
ご連絡ください。

送迎・食事あり

６００円

（西区新町4‐5‐14  西区役所合同庁舎6階）
月～金  午前9時～午後7時　土 午前9時～午後5時　日・祝・年末年始休み

~ ふ れ あ い 西 区 ~西 区 社 協 だ よ り

○介護予防事業
○部会・委員会活動
○生活福祉資金貸付事業  など

●「ボールとチューブでストレッチ」…毎月第１木曜日　
●「音と遊ぼう♪ 楽しいリトミック」…毎月第２木曜日
●「ゆったりエアロ」…毎月第２火曜日　

事前に申込みが必要です
いずれも午後２時～３時に開催健康づくり講座

６月２５日（水）、７月２９日（火）、８月２９日（金）、９月１８日（木）

無料のイベントと
コーヒーサロン（５０円）を毎月開催はっぴーサロン

７月２３日（水）、９月２４日（水）  ※奇数月に開催

記念撮影と記念品、演芸会でお祝いします誕 生 会

●フラダンス、お花、書道、カラオケなど２６サークルがあります。
　楽しみながら生きがいと健康づくり、仲間づくりをしませんか？

参加者募集中！ 見学も随時受付中！サークル活動

●ビーンボウリング、輪投げなどの
　室内ゲーム大会を毎月開催しています。

●また、 囲碁・将棋やミニビリヤードなどの遊具は随時使用できます。

その他

高齢者の
よろず
相談所

な
ん
で
も
相
談
へ

い
ら
っ
し
ゃ
〜
い
！

★健康づくり　
★介護保険・介護サービス
★金銭管理の不安・認知症相談
★気になる高齢者・介護相談

お気軽にご相談ください

近々の開催日

近々の開催日

プラザの
『つどいの広場』が
公園に出張します♪

みんな、
あつまってね！

７月４日（金）
午前10時30分～11時30分

共催：西区民生委員児童委員協議会　子育て応援♪オ・ハ・ナ

問合せ…西区子ども・子育てプラザ

〈雨天中止〉

四
ツ
橋
筋

靭公園前
靭会館

テニス
コート

靭公園
東園広場

大阪科学
技術館

WC
WC

シャボン玉で
　　 あそぼう！

公園にあつまれ！
シャボン玉で
　　 あそぼう！
シャボン玉で
　　 あそぼう！

ここにあつまって！

対象 参加費無料乳幼児と保護者

場所 靭公園 東園広場

平成２６年度 
西区社会福祉協議会 事 業 計 画

今話題の
介護予防教室を
ご存知ですか

今話題の
介護予防教室を
ご存知ですか
介護予防とは
『要介護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』取り組みです。
「最近身体に衰えを感じる」「外出する機会が減った」
「人と会話する機会も少なくなった」
こんなことに心当たりはありませんか？
もう年だからとか面倒だとか思わないで、
元気寿命で過ごしましょう。

い
い
感
じ
で
す
よ

マシーンを使って
筋力を維持！

自宅でも続けやすい
運動方法が学べます



　西船場
江戸堀第２振興町会
江戸堀北第２振興町会
豊塾

　江戸堀
江戸堀第１振興町会
エルベ１６振興町会
㈱メタルドゥ
京町堀第１振興町会
京町堀第２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
　靭公園

タケサン販売㈱大阪支店
千歳商事㈱
土佐堀第２振興町会
土佐堀第３振興町会
富士運送㈱
ホスピタリティツーリズム
　専門学校大阪

　靭
靭西本町１丁目振興町会
靭本町１丁目振興町会
靭本町３丁目振興町会
靭本町振興町会

　明治
大阪安全硝子㈱

㈱魚矢
才木工務店㈱
中央漁具㈱
㈲エバーグリーン
　インターナショナル

　広教
木村住設産業㈱
大竹鋼機㈱
クローバーハイツ
　江戸堀管理組合
ノバ阿波座管理組合
ヒロセボイラ㈱
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㈱

　西六
㈱阿波弥
㈱カクダイ

多田ポンプ㈱
中井産業㈱

　堀江
大阪府民共済
㈱日比谷花壇
㈱山名
キタグチ印刷㈱
北堀江コーポ管理組合
三江商会
ジオ北堀江振興町会
堀江連合第３振興町会
堀江連合第５振興町会
　（三友会）
堀江連合第１０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

　高台

飯田㈱
大野記念病院
川喜金物㈱
宝船冷蔵㈱
大和家具㈱
好川産業㈱
吉田硝子工業㈱

　日吉
㈱ウイズ
㈱大阪木材相互市場
㈱大五
㈱山城物産
日吉第５町会
ルックハイツ
　南堀江管理組合

　千代崎
㈱日之出製作所
大洋製器工業㈱

㈲岡沢工業
㈲ツインケミカル若宮

　本田
梅本町振興町会
㈲西衛生社
本田２丁目振興町会
（医）丹生医院

　九条東
㈱小林商店

　九条南
大代興業㈱
㈱九条運送
グランドヴィラ
　境川管理組合
社会医療法人きっこう会
大鵬工業㈱
ティ・エス・シー㈱

布谷船用計器工業㈱
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㈱

　九条北
合川木材㈱
九条第３振興町会２丁目
九条第３振興町会３丁目
九条南第３振興町会
九条南第５振興町会
境川振興町会

　その他
西区医師会
西区食生活改善推進員
　協議会　つたの会

　西船場 
池田佳行（イケダパーキング）
今市隆造　岩井京子　岩井正博
岩根春枝　岩根満雄　岡本建明
織田 勝　織田美恵子　金杉英司
川端マサエ　葛原元枝　粂 実
小場よしみ　酒井壽子　酒井泰治
阪田敏和　柴原千代枝　柴本春枝
志水一夫　陶山孝二　瀧本泰子
立川惠美子　立川美紀　戸田文子　
鳥飼 章　中西喜代子　中埜ミハル
西川隆平　西田 進　則武恵美子
橋本房子　橋本好子　長谷川貴史
原 仲栄　姫野光男　藤井敏子
桝 光子　松井百合子　水谷喜代子
矢野年昭　藪中宏子　山崎完治
山田哲司　山田ミドリ　山本和子
山本正樹

　江戸堀
赤嶺晴久　浅田軍治　
アトラスサービス㈱　甘利和代
甘利忠弘　甘利光剛　井浦亮子
入江ソヨコ　池田明廣　石川秀樹
泉 卓志　市川佳子　伊藤きよ子
伊藤通康　稲峰盛幸　犬伏猛人
今井一男　今泉勝雄　今井眞喜雄
今久保正行　井村真之　入江康人
岩井一博　岩佐光興　植田博子
上野 誠　上林 義明　遠藤 肇
大阪トヨペット㈱　大崎良夫　
大澤慶子　大澤コウ　大塚素織
大塚利朗　大村君子　大藪博史
岡村次朗　岡本美智子　小川孝子
奥田雍子　奥野豊太郎　奥野晴三
奥野ますみ　織田喜子　尾松正章
上山義博　兼行 弘　萱野芳子
萱野義弘　㈱豊川（豊川市郎）
木全冨美香　木村利世・勝治
衣斐栄三　久保二美子　車谷美雄
河野 弘　越谷由美子　小島伸公
小寺恵子　近藤誠宏　在本裕子
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　志方健司
篠原ケイ子　篠原孝雄　島崎公一
島田芳蔵　島津伸子　島津昌史
新庄洋也　周防徳衛　末政章宏
高島一義　高橋智恵　高橋次平
武田紀子　竹田房子　竹田政廣
武村昌江　竹本静枝　只野史英
巽 和生　田中末治　谷井春男

近森啓知　土屋　鶴原久司
豊川陸蔵　中川博夫　中島當記
中谷 豊　中西 保　中西 寛
永幡田鶴子　中山小四郎　西 修
西川美恵子　西田 徹　西田博史
西藤孝志　西村桂子　西村輝和
西村智子　西本正明　橋爪修平
橋本明道　林 敬二　平木嘉明
広瀬弥三　広田芳宏　深田 章
福井順之　福岡勝司　福永憲之
藤井エミ子　藤井邦夫　藤井 真
藤岡フミ子　藤田 博　藤原幸司
麓 龍二　前田武志　牧野嘉憲
眞弓光正　的場須美子　三浦善一
三由忠志　溝畑広子　峰松 雍
峰松佳代子　宮川当子　村東正博
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
山中弘子　山梨政行　山根栄二
山林二郎　山本英司　山本喜代子
山本寿美子　山本守昭　吉田光子
吉田安雄　吉田洋子　吉水清一
米代憲雄

　靭  
石田二三子　井出光一　今市ゆり子
岩佐セツ子　大西京子　奥内英二郎
梯 俊彦　柏原直善　北村文男
後藤昌弘　玉井英夫　椿本 武
富田正德　中村正道　中村幸男
林 良一　久徳 均　廣岡光博
福山正之　鋒山敏子　増山泰三
道上武男　室谷栄治　山本信宏
山本由子　吉兼法雄

　明治  
渥美弘三　石田泰輔　石田雅子
石山太三　出水邦雄　出水喬子
今西秀幸　井吉義郎　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
小野和子　小野哲男　小野雄二郎
門田圭介　金川和子　金川松枝
神田正嗣　北 功子　北 陽介
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
柴田知幸　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　津和田稔
寺下シヅ　寺下彌之助　土井得次
中川英一　中川喜美子　長瀬加代子
中田外美子　中田正信　西野昌克
西山金吾　丹羽 操　丹羽昌一
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　林 道子
原田慶子　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
前川セイ子　前田墾男　松浦 章
松浦源美　松崎久子　南 治子
宮部晄太郎　宮部久子　森口 勉
山田一彦　吉田登志子

　広教
青石堯光　淺野潤子　淺野武彦
岩朝成子　岩槻章夫　岩槻章夫
浮田光起　内山茂子　大空美矢子
加藤愛子　加藤博司　角川鎮雄
門田雅江　河上ミチエ　河崎隆興
橘高佐千代　木村 功　木村 茂
木村和子　越口 実　阪井正子
佐古口定子　髙田美子　中島茂樹
中島小介　中島妙音子　中西喜子
中野洋子　東 憲一　東 泰子
平川常子　平野陽夫　増田萃代
松野定子　三浦久子　三橋康枝
宮本知幸　村田二郎　森田啓子
森谷淳二　森本和弘

　西六
浅山周作　吾妻教司　石田三治
犬伏博明　入江 正　岩永 保
上田英三郎　打上幸治　海老ヶ瀬 収
大谷 眞　岡崎照雄　岡林京子
岡部 稔　垣本啓子　垣本祥博
垣本義治　梶 英三郎　春日井志津子
加藤勝啓　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　楠瀬照子　楠瀬真澄
桑名英子　桑原真利子　小林禮子
小山町子　小山愼敞　阪田清春
坂本一栄　サロンモンテ（森下 勇）
澤 忠一　澤 福子　島 久美子
白國哲司　瀬戸保男　髙木秀芳
高田巻恵　髙津 稔　髙橋時子
滝川邦子　多田誠宏　辰田愼司
田中 茂　田中洋一郎　田中洋二
谷口弘之　田原岩夫　田深欣寛
津田淳子　土山忠彦　土山美重子
中田安之　野田君代　野田順彦
浜田政篤　浜中哲郎　林 節治
福田悦子　福田サチ子　福田フチ子
藤原 博　藤原京子　堀江幸子
松江 徹　松宮正典　松本 章
宮本和也　村瀬愛恵　森本満郎
森脇春美　屋敷　勝　山地正展
山下親子　山下真司　山下晴之
山下ゆり子　脇田四郎　和田喜代子

　堀江
秋田輝子　秋山祥子　浅井久美子
浅井茂雄　浅井達也　阿部民枝
阿部信行　荒木邦子　有山四郎
飯田智子　池端孝子　池山誠一
石村隆司　板垣祥子　出尾 豊
稲家耕治　稲川淳一　井村卓子
井村義治　岩波幸臣　岩見光雄
上原弘充　植川順子　姥迫博見
梅澤晴美　浦川美代子　太田明美
大林成嘉　大原淑子　岡本智江子
岡本春子　岡本正志　小倉基宏
小野義憲　片山ハツ子　勝浦良三
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
萱野和成　川村龍彦　川村英子
川面 彰　菊池 廣　岸本 茂
木谷豊子　北野弘子　喜多村弘
喜多村操　小畦純一　小池藤吉
小池俊雄　小羽根広昌　咲山みつゑ
笹田 寛　佐藤ヨシ井　澤井和子
澤井俊行　繁 貞子　信濃早苗
柴田耕造　島田幸昌　島田光子
清水 林　首藤秀子　仁部治代
菅野道夫　鈴木 昇　瀬戸保一
高尾常男　髙田 肇　竹村輪子
橘 勝一　谷村 繁　圓藤紀代司
寺井正治　友松善一　豊岡俊治
豊倉啓子　中井和子　中島瑛子
中島一行　長田嘉代子　名方庸二
中辻 隆　中埜すみゑ　長野かね子
長野忠吉　鍋島祐一　西 喜代子
西村 卓　野上浩子　橋上 浩
橋本星子　長谷川 登　幅田千代治
林 公一郎　原 誉富　原野千恵子
原野元子　姫田 篤　平田智子
廣井孝光　藤井 讓　藤田則一
藤原恵美子　藤原守成　升成好行
升成ひろ子　松浦時也　松尾栄子　　
松本勝也　三浦信行　溝渕トモエ
三津江喜正　宮脇成行　宮脇 淳
森 一　森口 武　森本和夫
森本不二子　門口 潔　門口迪子
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
足立義章　阿部新之助　阿部安佐子
池田正夫　石田克彦　石村義一郎
犬伏康二　今西太市郎　榎本恭治
江原雄二　大枝和子　太田知子
大谷文子　大中幸子　尾上一雄
小田薫夫　尾上芙美子　甲斐純子
柏原 渉　加藤正喜　金岡純子

金山成奉　川崎宏成　河野知治
菊澤公正　岸 忠男　喜多川貞一
喜多川俊子　北村常明　椢原和三
久保田直樹　源甲斐隆博　合田益美
合田好男　小林惇三　小林殻一
近藤やう子　佐海清孝　坂本 寛
真田忠史（ツダ㈱）　宍戸保男
嶋津俊則　清水利祐　杉原計器
高野晃幸　竹田亥之助　武部吉男
谷 覚太郎　谷井順子　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
堂前裕一　土岐朱美　徳髙良造
徳山泰市　中井 弘　長岡 續
長岡祐子　中澤新次郎　中沢義雄
中澤義典　中硲健雄　成尾安弘
西川 清　西川良子　西田恭孝
西元陽子　野崎 洵　野間一十二
野間吾郎　萩原義昭　萩藤幸輝
橋本孝則　長谷川伸夫　花崎隆一郎
花澤雅司　林 都子　林 伸浩　
東 茂子　平見辰郎　福井眞弓
福知成子　藤田千明　藤本文子
本城輝昌　升田健一郎升田行信
升田吉信　松村栄一　南井直也
宮田 重　宮田伊佐夫　宮田定信
宮地秀和　宮地文明　宗田嘉彦
森下正男　森谷睦子　森本恵三
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
余保公理　脇田恭子　和田侚子

　日吉   
赤壁康司　阿瀬由美子　荒木正剛
池口国幸　石川まゆみ　石田雅弘
石橋美智江　泉 由比　泉田忠義
稲家孝保　井上 学　井上利雄
今井悦子　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　榎本 勝
遠阪輝雄　大井秀和　大浦愛子
大浦秀夫　大塩勝蔵　岡崎照雄
岡田増次　岡本恭三　小川 勉
奥田 肇　奥田修司　奥野 坦
奥村 渉　お食事処ようかいや
片山行重　上吉川節子　葛目弘子
葛目 睦　かつ六　金田秀一
嘉陽宗宏　河津 勝　川人雅之
岸本長三　北野 豊　木津屋治郎兵衛
楠原貴志雄　楠原みのり　熊野敬逸
倉田一輝　河野豊一　酒井信博
阪上稔子　坂本明男　坂本直子
笹野井庸夫　佐藤美知子　塩濱隆彦
品渡中子　島川慶一郎　下本照夫
下村 慈　庄田慎一　菅 佳子
鈴木三千代　瀬尾歯科医院　瀬戸弘子

　平成25年度は地域の方々の協力のもと、個人会員１,５７１名で会費
は２,０８５,０００円、法人・団体会員89件で会費は970,000円、合計
３,０５５,０００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、心よりお礼申しあげます。
　西区社会福祉協議会は、お寄せいただいた会費と大阪市や大阪市社会
福祉協議会からの補助金、共同募金配分金などにより運営し、各事業を展
開しています。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。

荘野愛子　荘野謹爾　園 順子
園 博年　園田義経　第 2ミロー
高岡和雄　高橋正明　タカハタデンキ
武田孝雄　武田恒男　武部保子
辰己興業　田中 博　田中トキエ
谷 悠司　谷口由希子　田渕正博
玉井慶子　玉置勝敏　玉置邦治
築山英幸　辻 和司　寺本 修
東芝 繁　徳原 忠　徳原福恵
徳山楢由　冨長 猛　冨長直子
豊田清隆　豊田隆雄　豊田直樹
中川桂吾　中川正男　中治貴代志
中谷 均　中角 博　中山 守
中山武司　西岡雄司　西村文子
西村優子　二村久子　橋本 浩
橋本英次　八家典子
パティスリールシェルシェ村田
浜名萬四郎　浜辺俊一　浜本満治
原 俊幸　原川光雄　原田和夫
原田初枝　平田 光　福島君子
福田耕一　藤岡計江　藤川明敏
古澤知子　堀内 進　前田達也
正木豊寿　松原英世　松本和孝
丸谷哲也　丸谷英樹　三国美奈子
三嶋貞雄　南田武男　宮川智行
宮本 勇　三好朗信　元岡重子
森田宮子　門田和子　八木賢三
八木新悟　柳根貞雄　山崎文子
山崎善明　山下孝博 　山下祐二
山田義夫　山本信吉　山本孝俊
山本八由美　吉田節子　吉野照子
力石 僑　力石小夜子　渡邊芳郎

　千代崎  
青木 隆　赤座ちさ子　明田泰則
足立忠江　石井 修　石神あつ子
石川ヒサ子　石原宣夫　石原久明
板井龍市　市村 旭　乾 喜久雄
今井ヤエノ　岩浅兼利　上岡 稔
上地 実　内山雅文　内山正美
宇都宮幸代　宇都宮 聡　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　表原香奈子　表原嘉幸
柿本芳彦　片山美津子　門田美和子
金田考一　神谷かよ　神山嘉裕　
唐津恵子　唐津幸夫　川口文子　
寒原健二　祇園沢子　木下幹夫
日下澄子　小泉礼子　小谷愛之助
小谷道雄　小林守夫　酒井艶子
酒井平八郎　坂尻光子　佐々木勝二
島 富子　島田輝子　島田安啓
清水 進・隆志　清水清四　城野 進
真谷嘉子　新村勝己　末友良紀
鈴木健一　関口章男　妹尾 有
髙砂幸夫　髙田幸三郎　髙田充晤
髙田精康　高橋恒晴　田尻俊夫

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　永松ひとみ
中山博嗣　西村 剛　浜口由行
林 春男　林 正彦　原 清明
東松齢子　府川鶴江　福里長登
福本秀夫　藤井美穂子　藤田和子
藤田幸二　藤高文司　伏谷 魁
伏谷笑子　古川優子　古仲隆久
松木 強　松野章宏　松野光宏
松村廣美　的場美智子　水本佳奈
水本政年　水本徳子　源 信子
宮本雅彦　村上義治　元林 彬
森脇紀美子　安井キク子　安井キサ
山口 博　山口弘子　山崎清子
山崎紫織　山村秀忠　山脇浩子
吉川 実　吉川雅偉　吉川康夫
吉田 勝　吉原力蔵　米原茂範
和田千恵

　本田   
青山 保　青山スイノ　東 陽子
石原弘章　泉 浮亀　稲石久子 　
稲石保行　井上千惠子　今井平治
入江成憲　岩田節子　石見郁雄　
植田剛生　大江雅彦　大原博仁
大山千穂　尾形光明　尾川壽美江
沖本栄一　小田里美　小田安子
越智好子　小野幸子　小野徹男
小野文一　隠﨑三枝子　勝 規子
金谷育子　金谷光治　川内英文
川浦孝司　川浦ミチ子　川畑　
神原英和　喜多 洋　喜多幸子
葛原 毅　鞠 春子　斎坂博子
櫻井和子　櫻井徳蔵　左合 弘
篠田耕昌　柴田靜代　島田笑子
島谷晏生　島谷弘子　菅沼 濶
菅沼朋子　髙田 康　竹上三郎時
田中進治　寺崎常男　徳井ツナ子
豊岡喜美子　中井喜代子　中島江美子
中島隆三　中村恵利子　中村龍平
中山扶瑳子　西村千代子　西村博士
西元しぐれ　沼波喜代子　野口
野島  一　野宮英男　濱崎卓次
林 成光　林 美佐子　早元信一　
樋笠政男　東根房松　菱川 孟　
福田敬子　福田浩三　藤本鋭彦　
古池　堀口雅雄　盆出晋一　
町谷愛子　松栄 修　松栄克子　
松島加代子　松葉律子　水谷光子　
宮元良子　三好秀幸　三輪順子　
村上政美　森 正弘　森近祥英　
安田 勝　安田雅昭　矢谷一朗　
山口 正　山口明義　山本和子　
湯浅秀雄　吉田健治　渡部博子

　九条東   
麻田寛子　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　片岡寿恵子　神野幸子
北村久美子　北村圭司　北村伸一
北村満郎　京林誠子　熊谷　 　　
小林由紀恵　駒田昭信　駒田豊子
駒田侑甫　栄田貴美子　除 信子
田中日出子　谷川圭以子　谷口順一
谷口節子　谷口靖弘　筒井シズ子
出口勝利　土肥春枝　矮松綾子
矮松厚司　原 淳次　原 伸治　
原 福一　原 沙知子　原 由起子
瓢野篤久　瓢野晴比古　瓢野柳子
藤井澄子　藤川雅子　三浦京美
三浦昌子　宮垣郁恵　宮本教子
宮本正人　森 弘子　森 正廣
門田邦介　門田有規子　弥上政江
薮内明子　薮内継男　山﨑啓子
吉田敏子

　九条南 
合川 清　浅田 茂　吾妻康史
天野亀夫　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　石田禮子　石谷重治
井上俊助　井上久枝　岩崎雅代
上田 忠　上田房江　上西儀一郎
ウェル浪花（森 靜代）　榎本 茂
榎本美津子　大石賀都子　大賀重男
大倉幸男　大田貞枝　大田晋志
太田黒将一　大西清隆　大森和樹
岡 高弘　岡田和幸　岡本 昭
岡本カヅエ　岡本圭司　岡本しまえ
小川みや子　小川喜和子　小川富道
荻 利秀　奥井貴二　奥井孝二
奥井治郎　奥田妙子　奥平雄二郎
小野旭子　カイセイ薬局ドーム前店
加賀山 守　片山 力　加藤靖之
㈱北島商店　㈱杉江商会（杉江俊浩）
㈱竹村製作所　㈱村井製作所
神野知也　神野良二　亀井裕司
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　岸本啓志　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　木村海陸通商㈱
草野利治　草野スナヲ　楠 重三
久保 清　倉岡秀年　倉橋健司
栗本礼子　國見治男　小瀬 爽
小瀬 洌　小林三洋　小林庄子
小林良堂　小山誠二　小山泰男
堺 眞之　酒井章司　酒井康行
酒井良典　境川電気工業㈱　

坂野芳恵　作栄寿治　佐々木久子　
佐田時子　佐藤裕英　沢 潔　
篠藤純一　柴 照子　赤銅朝子　
城野美佐子　鈴木信子　鈴木藤信　
須藤克己　妹尾光祥　髙瀬万里子　
武市トノ　武田俊夫　竹谷幸子　
巽 貞子　田辺 亮　田辺昌宏　
田村敏夫　たむら歯科医院　辻 一郎
土壁萠芽　土壁勇一　筒井良太郎　
津本英章　土居義覃　土井光子　
常盤輝江　徳田勇一　長尾 孝　
中嶋 徹　中島弘子　永田陽子　
中田芳彦　中西博子　中原 収　
七滝能彰　成田末徳　新川正利　
西 俊行　西尾喜八郎　西尾雅子　
西賀隆雄　西山正義　西山美佐栄　
丹羽昭子　乃一正之　野間田靖子　
ハイム８８４８　ハイムＫ２　畠田幸次　
林 俊夫　原昌子　半田晴章　
肥後幸雄　平瀬健一郎　平田廣行　
平田富貴子　平野弘二　平野雅裕　
蛭間 彰　廣畑章子　廣畑きみ　
福井八郎　福留照夫　藤井俊一　
藤原弘三　ヘアースタジオ オリーブ　
細川日出男　細川善男・アヤ子　
本田 章　前浜啓二　松井フミ子　
松井泰憲　松井小夜子　松浦 輝　
松浦和子　松浦国雄　松島季子　
松森広子　萬代文男　水嶋信雄　
南 賢一　三宅 晃　三宅久子　
三宅ふさ野　宮地泰子　宮地康博　
村上賀通　森 勝美　森下義子　
森田隆人　森田友希子　森脇祥光　
森脇秀子　安井 治　安田三郎　
山崎悦子　山崎清一　山田悦弘　
山野嘉代子　山部美智子　山本綾子　
横手和美　吉川隆司　吉川てる子　
ローズコート境川　ローソン境川店　
脇田純一　和草弥生　和田隆子　
渡辺友明　渡部正介

　九条北   
相原美和　赤崎武治　赤星瑞穂
秋倉幸夫　足立敦子　油野治郎
綾仁康夫　荒川順行　荒木幸彦
有井 明　生野一夫　池田洋子
池田茂子　池田眞澄　石井信子
石田進一　磯淵 勉　市川明生
市川剛雄　市川七生　市川のり子
伊藤喜伴　乾 忠美　井上裕一
岩本ヨシ子　上西弘子　上野久子
上羽艶子　上羽康之亮　梅本一男
江谷典哲　江谷友広　江谷正勝
江戸孝雄　大音政司　大島省吾
大塚泰二　大伴洋子　大野耕四郎
大森久志　岡 文章　岡田ミチコ
岡本トクエ　岡本光弘　小川一雄

小河雅弘　尾崎朋子　尾崎裕実
鍵谷豊勝　加藤 忠　加藤平二
金村一郎　㈱高田屋　㈱山脇
川合 惇　河合雄一　木内隆義
菊地ふじゑ　岸本加依　岸本哲司
木田澄子　北地正資　木村福子
木村好孝　工藤邦夫　椚座利明
久保稔嗣　栗本元宏　黒木紀和
黒田敏也　香西拓也　香西冨男
小西 實　小西健雄　小林久子
小東 明　斉藤和美　佐々成紀 
佐藤充利　佐藤幸夫　澤井克行
塩田美枝　七理政一　宿坊登代子
清水 平　清水秀一　清水隆史
白井和夫　菅田雄嗣　杉浦 勇
杉本 彰　杉本堅次　杉本英夫
杉山 豊　住野貴子　関谷 保
関本勝子　瀬田安男　妹尾 茂
曽我隆頼　田 豊市　泰井健次
高市千代美　高谷保秀　髙野靖夫
田上貞子　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 睦
田中利江　田邊文男　谷 壽人
谷元明光　田村 進　田村善二郎
都志益一　辻野浩三　土壁和宏
出口四郎　土肥和子　土肥孝彌
土肥二三夫　土井勝子　土井三知男
戸上辰雄　豊岡 進　豊島公敬
豊島末一　鳥井鷹雄　仲 一枝
永井 博　永井和子　長江弘次
長尾ツル子　中嶋 徹　中西嘉代子
中村重美　中村敏弥　中山耕一
浪花千津子　西 桓夫　西田 薫
野口昭男　野田政美　野長瀬光吉
野辺清茂　橋本周二　橋本忠男
長谷川さよ子　長谷川禎章　播本輝美
深野博克　福井艶子　藤井妃佐江
藤川節子　古川正昭　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　前田 稔
牧 勝　松崎勝男　松田啓治
松田正敏　松谷弘子　松本正次郎
松本みつ子　松山岩夫　真鍋トシ子
真鍋利弘　馬淵真悟　美浦基二
道津真佐登　三井健司　美好拓人
宗国 寛　宗廣清野　村上健三
村上博隆　百 昇之　百 政信
森 健二　森田 勲　森本敏夫
山内 豊　山下清五郎　山下登代子
山田正弘　山田洋子　山中雅弘
山野靖夫　山本勝嗣　山本勝秀
山本欽一　山本光男　山本倫子
湯浅恵美子　吉池南翔　吉國幸男
吉田 進　吉原雅郎　米田准子
渡邉弘彦　渡邉陽史　渡辺眞悟
渡り忠武

西 船 場

西 船 場
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靭

明治
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九条南
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ご入会
ありがとう
ございました
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法人・団体会員



　西船場
江戸堀第２振興町会
江戸堀北第２振興町会
豊塾

　江戸堀
江戸堀第１振興町会
エルベ１６振興町会
㈱メタルドゥ
京町堀第１振興町会
京町堀第２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
　靭公園

タケサン販売㈱大阪支店
千歳商事㈱
土佐堀第２振興町会
土佐堀第３振興町会
富士運送㈱
ホスピタリティツーリズム
　専門学校大阪

　靭
靭西本町１丁目振興町会
靭本町１丁目振興町会
靭本町３丁目振興町会
靭本町振興町会

　明治
大阪安全硝子㈱

㈱魚矢
才木工務店㈱
中央漁具㈱
㈲エバーグリーン
　インターナショナル

　広教
木村住設産業㈱
大竹鋼機㈱
クローバーハイツ
　江戸堀管理組合
ノバ阿波座管理組合
ヒロセボイラ㈱
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㈱

　西六
㈱阿波弥
㈱カクダイ

多田ポンプ㈱
中井産業㈱

　堀江
大阪府民共済
㈱日比谷花壇
㈱山名
キタグチ印刷㈱
北堀江コーポ管理組合
三江商会
ジオ北堀江振興町会
堀江連合第３振興町会
堀江連合第５振興町会
　（三友会）
堀江連合第１０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

　高台

飯田㈱
大野記念病院
川喜金物㈱
宝船冷蔵㈱
大和家具㈱
好川産業㈱
吉田硝子工業㈱

　日吉
㈱ウイズ
㈱大阪木材相互市場
㈱大五
㈱山城物産
日吉第５町会
ルックハイツ
　南堀江管理組合

　千代崎
㈱日之出製作所
大洋製器工業㈱

㈲岡沢工業
㈲ツインケミカル若宮

　本田
梅本町振興町会
㈲西衛生社
本田２丁目振興町会
（医）丹生医院

　九条東
㈱小林商店

　九条南
大代興業㈱
㈱九条運送
グランドヴィラ
　境川管理組合
社会医療法人きっこう会
大鵬工業㈱
ティ・エス・シー㈱

布谷船用計器工業㈱
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㈱

　九条北
合川木材㈱
九条第３振興町会２丁目
九条第３振興町会３丁目
九条南第３振興町会
九条南第５振興町会
境川振興町会

　その他
西区医師会
西区食生活改善推進員
　協議会　つたの会

　西船場 
池田佳行（イケダパーキング）
今市隆造　岩井京子　岩井正博
岩根春枝　岩根満雄　岡本建明
織田 勝　織田美恵子　金杉英司
川端マサエ　葛原元枝　粂 実
小場よしみ　酒井壽子　酒井泰治
阪田敏和　柴原千代枝　柴本春枝
志水一夫　陶山孝二　瀧本泰子
立川惠美子　立川美紀　戸田文子　
鳥飼 章　中西喜代子　中埜ミハル
西川隆平　西田 進　則武恵美子
橋本房子　橋本好子　長谷川貴史
原 仲栄　姫野光男　藤井敏子
桝 光子　松井百合子　水谷喜代子
矢野年昭　藪中宏子　山崎完治
山田哲司　山田ミドリ　山本和子
山本正樹

　江戸堀
赤嶺晴久　浅田軍治　
アトラスサービス㈱　甘利和代
甘利忠弘　甘利光剛　井浦亮子
入江ソヨコ　池田明廣　石川秀樹
泉 卓志　市川佳子　伊藤きよ子
伊藤通康　稲峰盛幸　犬伏猛人
今井一男　今泉勝雄　今井眞喜雄
今久保正行　井村真之　入江康人
岩井一博　岩佐光興　植田博子
上野 誠　上林 義明　遠藤 肇
大阪トヨペット㈱　大崎良夫　
大澤慶子　大澤コウ　大塚素織
大塚利朗　大村君子　大藪博史
岡村次朗　岡本美智子　小川孝子
奥田雍子　奥野豊太郎　奥野晴三
奥野ますみ　織田喜子　尾松正章
上山義博　兼行 弘　萱野芳子
萱野義弘　㈱豊川（豊川市郎）
木全冨美香　木村利世・勝治
衣斐栄三　久保二美子　車谷美雄
河野 弘　越谷由美子　小島伸公
小寺恵子　近藤誠宏　在本裕子
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　志方健司
篠原ケイ子　篠原孝雄　島崎公一
島田芳蔵　島津伸子　島津昌史
新庄洋也　周防徳衛　末政章宏
高島一義　高橋智恵　高橋次平
武田紀子　竹田房子　竹田政廣
武村昌江　竹本静枝　只野史英
巽 和生　田中末治　谷井春男

近森啓知　土屋　鶴原久司
豊川陸蔵　中川博夫　中島當記
中谷 豊　中西 保　中西 寛
永幡田鶴子　中山小四郎　西 修
西川美恵子　西田 徹　西田博史
西藤孝志　西村桂子　西村輝和
西村智子　西本正明　橋爪修平
橋本明道　林 敬二　平木嘉明
広瀬弥三　広田芳宏　深田 章
福井順之　福岡勝司　福永憲之
藤井エミ子　藤井邦夫　藤井 真
藤岡フミ子　藤田 博　藤原幸司
麓 龍二　前田武志　牧野嘉憲
眞弓光正　的場須美子　三浦善一
三由忠志　溝畑広子　峰松 雍
峰松佳代子　宮川当子　村東正博
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
山中弘子　山梨政行　山根栄二
山林二郎　山本英司　山本喜代子
山本寿美子　山本守昭　吉田光子
吉田安雄　吉田洋子　吉水清一
米代憲雄

　靭  
石田二三子　井出光一　今市ゆり子
岩佐セツ子　大西京子　奥内英二郎
梯 俊彦　柏原直善　北村文男
後藤昌弘　玉井英夫　椿本 武
富田正德　中村正道　中村幸男
林 良一　久徳 均　廣岡光博
福山正之　鋒山敏子　増山泰三
道上武男　室谷栄治　山本信宏
山本由子　吉兼法雄

　明治  
渥美弘三　石田泰輔　石田雅子
石山太三　出水邦雄　出水喬子
今西秀幸　井吉義郎　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
小野和子　小野哲男　小野雄二郎
門田圭介　金川和子　金川松枝
神田正嗣　北 功子　北 陽介
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
柴田知幸　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　津和田稔
寺下シヅ　寺下彌之助　土井得次
中川英一　中川喜美子　長瀬加代子
中田外美子　中田正信　西野昌克
西山金吾　丹羽 操　丹羽昌一
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　林 道子
原田慶子　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
前川セイ子　前田墾男　松浦 章
松浦源美　松崎久子　南 治子
宮部晄太郎　宮部久子　森口 勉
山田一彦　吉田登志子

　広教
青石堯光　淺野潤子　淺野武彦
岩朝成子　岩槻章夫　岩槻章夫
浮田光起　内山茂子　大空美矢子
加藤愛子　加藤博司　角川鎮雄
門田雅江　河上ミチエ　河崎隆興
橘高佐千代　木村 功　木村 茂
木村和子　越口 実　阪井正子
佐古口定子　髙田美子　中島茂樹
中島小介　中島妙音子　中西喜子
中野洋子　東 憲一　東 泰子
平川常子　平野陽夫　増田萃代
松野定子　三浦久子　三橋康枝
宮本知幸　村田二郎　森田啓子
森谷淳二　森本和弘

　西六
浅山周作　吾妻教司　石田三治
犬伏博明　入江 正　岩永 保
上田英三郎　打上幸治　海老ヶ瀬 収
大谷 眞　岡崎照雄　岡林京子
岡部 稔　垣本啓子　垣本祥博
垣本義治　梶 英三郎　春日井志津子
加藤勝啓　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　楠瀬照子　楠瀬真澄
桑名英子　桑原真利子　小林禮子
小山町子　小山愼敞　阪田清春
坂本一栄　サロンモンテ（森下 勇）
澤 忠一　澤 福子　島 久美子
白國哲司　瀬戸保男　髙木秀芳
高田巻恵　髙津 稔　髙橋時子
滝川邦子　多田誠宏　辰田愼司
田中 茂　田中洋一郎　田中洋二
谷口弘之　田原岩夫　田深欣寛
津田淳子　土山忠彦　土山美重子
中田安之　野田君代　野田順彦
浜田政篤　浜中哲郎　林 節治
福田悦子　福田サチ子　福田フチ子
藤原 博　藤原京子　堀江幸子
松江 徹　松宮正典　松本 章
宮本和也　村瀬愛恵　森本満郎
森脇春美　屋敷　勝　山地正展
山下親子　山下真司　山下晴之
山下ゆり子　脇田四郎　和田喜代子

　堀江
秋田輝子　秋山祥子　浅井久美子
浅井茂雄　浅井達也　阿部民枝
阿部信行　荒木邦子　有山四郎
飯田智子　池端孝子　池山誠一
石村隆司　板垣祥子　出尾 豊
稲家耕治　稲川淳一　井村卓子
井村義治　岩波幸臣　岩見光雄
上原弘充　植川順子　姥迫博見
梅澤晴美　浦川美代子　太田明美
大林成嘉　大原淑子　岡本智江子
岡本春子　岡本正志　小倉基宏
小野義憲　片山ハツ子　勝浦良三
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
萱野和成　川村龍彦　川村英子
川面 彰　菊池 廣　岸本 茂
木谷豊子　北野弘子　喜多村弘
喜多村操　小畦純一　小池藤吉
小池俊雄　小羽根広昌　咲山みつゑ
笹田 寛　佐藤ヨシ井　澤井和子
澤井俊行　繁 貞子　信濃早苗
柴田耕造　島田幸昌　島田光子
清水 林　首藤秀子　仁部治代
菅野道夫　鈴木 昇　瀬戸保一
高尾常男　髙田 肇　竹村輪子
橘 勝一　谷村 繁　圓藤紀代司
寺井正治　友松善一　豊岡俊治
豊倉啓子　中井和子　中島瑛子
中島一行　長田嘉代子　名方庸二
中辻 隆　中埜すみゑ　長野かね子
長野忠吉　鍋島祐一　西 喜代子
西村 卓　野上浩子　橋上 浩
橋本星子　長谷川 登　幅田千代治
林 公一郎　原 誉富　原野千恵子
原野元子　姫田 篤　平田智子
廣井孝光　藤井 讓　藤田則一
藤原恵美子　藤原守成　升成好行
升成ひろ子　松浦時也　松尾栄子　　
松本勝也　三浦信行　溝渕トモエ
三津江喜正　宮脇成行　宮脇 淳
森 一　森口 武　森本和夫
森本不二子　門口 潔　門口迪子
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
足立義章　阿部新之助　阿部安佐子
池田正夫　石田克彦　石村義一郎
犬伏康二　今西太市郎　榎本恭治
江原雄二　大枝和子　太田知子
大谷文子　大中幸子　尾上一雄
小田薫夫　尾上芙美子　甲斐純子
柏原 渉　加藤正喜　金岡純子

金山成奉　川崎宏成　河野知治
菊澤公正　岸 忠男　喜多川貞一
喜多川俊子　北村常明　椢原和三
久保田直樹　源甲斐隆博　合田益美
合田好男　小林惇三　小林殻一
近藤やう子　佐海清孝　坂本 寛
真田忠史（ツダ㈱）　宍戸保男
嶋津俊則　清水利祐　杉原計器
高野晃幸　竹田亥之助　武部吉男
谷 覚太郎　谷井順子　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
堂前裕一　土岐朱美　徳髙良造
徳山泰市　中井 弘　長岡 續
長岡祐子　中澤新次郎　中沢義雄
中澤義典　中硲健雄　成尾安弘
西川 清　西川良子　西田恭孝
西元陽子　野崎 洵　野間一十二
野間吾郎　萩原義昭　萩藤幸輝
橋本孝則　長谷川伸夫　花崎隆一郎
花澤雅司　林 都子　林 伸浩　
東 茂子　平見辰郎　福井眞弓
福知成子　藤田千明　藤本文子
本城輝昌　升田健一郎升田行信
升田吉信　松村栄一　南井直也
宮田 重　宮田伊佐夫　宮田定信
宮地秀和　宮地文明　宗田嘉彦
森下正男　森谷睦子　森本恵三
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
余保公理　脇田恭子　和田侚子

　日吉   
赤壁康司　阿瀬由美子　荒木正剛
池口国幸　石川まゆみ　石田雅弘
石橋美智江　泉 由比　泉田忠義
稲家孝保　井上 学　井上利雄
今井悦子　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　榎本 勝
遠阪輝雄　大井秀和　大浦愛子
大浦秀夫　大塩勝蔵　岡崎照雄
岡田増次　岡本恭三　小川 勉
奥田 肇　奥田修司　奥野 坦
奥村 渉　お食事処ようかいや
片山行重　上吉川節子　葛目弘子
葛目 睦　かつ六　金田秀一
嘉陽宗宏　河津 勝　川人雅之
岸本長三　北野 豊　木津屋治郎兵衛
楠原貴志雄　楠原みのり　熊野敬逸
倉田一輝　河野豊一　酒井信博
阪上稔子　坂本明男　坂本直子
笹野井庸夫　佐藤美知子　塩濱隆彦
品渡中子　島川慶一郎　下本照夫
下村 慈　庄田慎一　菅 佳子
鈴木三千代　瀬尾歯科医院　瀬戸弘子

　平成25年度は地域の方々の協力のもと、個人会員１,５７１名で会費
は２,０８５,０００円、法人・団体会員89件で会費は970,000円、合計
３,０５５,０００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、心よりお礼申しあげます。
　西区社会福祉協議会は、お寄せいただいた会費と大阪市や大阪市社会
福祉協議会からの補助金、共同募金配分金などにより運営し、各事業を展
開しています。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。

荘野愛子　荘野謹爾　園 順子
園 博年　園田義経　第 2ミロー
高岡和雄　高橋正明　タカハタデンキ
武田孝雄　武田恒男　武部保子
辰己興業　田中 博　田中トキエ
谷 悠司　谷口由希子　田渕正博
玉井慶子　玉置勝敏　玉置邦治
築山英幸　辻 和司　寺本 修
東芝 繁　徳原 忠　徳原福恵
徳山楢由　冨長 猛　冨長直子
豊田清隆　豊田隆雄　豊田直樹
中川桂吾　中川正男　中治貴代志
中谷 均　中角 博　中山 守
中山武司　西岡雄司　西村文子
西村優子　二村久子　橋本 浩
橋本英次　八家典子
パティスリールシェルシェ村田
浜名萬四郎　浜辺俊一　浜本満治
原 俊幸　原川光雄　原田和夫
原田初枝　平田 光　福島君子
福田耕一　藤岡計江　藤川明敏
古澤知子　堀内 進　前田達也
正木豊寿　松原英世　松本和孝
丸谷哲也　丸谷英樹　三国美奈子
三嶋貞雄　南田武男　宮川智行
宮本 勇　三好朗信　元岡重子
森田宮子　門田和子　八木賢三
八木新悟　柳根貞雄　山崎文子
山崎善明　山下孝博 　山下祐二
山田義夫　山本信吉　山本孝俊
山本八由美　吉田節子　吉野照子
力石 僑　力石小夜子　渡邊芳郎

　千代崎  
青木 隆　赤座ちさ子　明田泰則
足立忠江　石井 修　石神あつ子
石川ヒサ子　石原宣夫　石原久明
板井龍市　市村 旭　乾 喜久雄
今井ヤエノ　岩浅兼利　上岡 稔
上地 実　内山雅文　内山正美
宇都宮幸代　宇都宮 聡　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　表原香奈子　表原嘉幸
柿本芳彦　片山美津子　門田美和子
金田考一　神谷かよ　神山嘉裕　
唐津恵子　唐津幸夫　川口文子　
寒原健二　祇園沢子　木下幹夫
日下澄子　小泉礼子　小谷愛之助
小谷道雄　小林守夫　酒井艶子
酒井平八郎　坂尻光子　佐々木勝二
島 富子　島田輝子　島田安啓
清水 進・隆志　清水清四　城野 進
真谷嘉子　新村勝己　末友良紀
鈴木健一　関口章男　妹尾 有
髙砂幸夫　髙田幸三郎　髙田充晤
髙田精康　高橋恒晴　田尻俊夫

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　永松ひとみ
中山博嗣　西村 剛　浜口由行
林 春男　林 正彦　原 清明
東松齢子　府川鶴江　福里長登
福本秀夫　藤井美穂子　藤田和子
藤田幸二　藤高文司　伏谷 魁
伏谷笑子　古川優子　古仲隆久
松木 強　松野章宏　松野光宏
松村廣美　的場美智子　水本佳奈
水本政年　水本徳子　源 信子
宮本雅彦　村上義治　元林 彬
森脇紀美子　安井キク子　安井キサ
山口 博　山口弘子　山崎清子
山崎紫織　山村秀忠　山脇浩子
吉川 実　吉川雅偉　吉川康夫
吉田 勝　吉原力蔵　米原茂範
和田千恵

　本田   
青山 保　青山スイノ　東 陽子
石原弘章　泉 浮亀　稲石久子 　
稲石保行　井上千惠子　今井平治
入江成憲　岩田節子　石見郁雄　
植田剛生　大江雅彦　大原博仁
大山千穂　尾形光明　尾川壽美江
沖本栄一　小田里美　小田安子
越智好子　小野幸子　小野徹男
小野文一　隠﨑三枝子　勝 規子
金谷育子　金谷光治　川内英文
川浦孝司　川浦ミチ子　川畑　
神原英和　喜多 洋　喜多幸子
葛原 毅　鞠 春子　斎坂博子
櫻井和子　櫻井徳蔵　左合 弘
篠田耕昌　柴田靜代　島田笑子
島谷晏生　島谷弘子　菅沼 濶
菅沼朋子　髙田 康　竹上三郎時
田中進治　寺崎常男　徳井ツナ子
豊岡喜美子　中井喜代子　中島江美子
中島隆三　中村恵利子　中村龍平
中山扶瑳子　西村千代子　西村博士
西元しぐれ　沼波喜代子　野口
野島  一　野宮英男　濱崎卓次
林 成光　林 美佐子　早元信一　
樋笠政男　東根房松　菱川 孟　
福田敬子　福田浩三　藤本鋭彦　
古池　堀口雅雄　盆出晋一　
町谷愛子　松栄 修　松栄克子　
松島加代子　松葉律子　水谷光子　
宮元良子　三好秀幸　三輪順子　
村上政美　森 正弘　森近祥英　
安田 勝　安田雅昭　矢谷一朗　
山口 正　山口明義　山本和子　
湯浅秀雄　吉田健治　渡部博子

　九条東   
麻田寛子　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　片岡寿恵子　神野幸子
北村久美子　北村圭司　北村伸一
北村満郎　京林誠子　熊谷　 　　
小林由紀恵　駒田昭信　駒田豊子
駒田侑甫　栄田貴美子　除 信子
田中日出子　谷川圭以子　谷口順一
谷口節子　谷口靖弘　筒井シズ子
出口勝利　土肥春枝　矮松綾子
矮松厚司　原 淳次　原 伸治　
原 福一　原 沙知子　原 由起子
瓢野篤久　瓢野晴比古　瓢野柳子
藤井澄子　藤川雅子　三浦京美
三浦昌子　宮垣郁恵　宮本教子
宮本正人　森 弘子　森 正廣
門田邦介　門田有規子　弥上政江
薮内明子　薮内継男　山﨑啓子
吉田敏子

　九条南 
合川 清　浅田 茂　吾妻康史
天野亀夫　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　石田禮子　石谷重治
井上俊助　井上久枝　岩崎雅代
上田 忠　上田房江　上西儀一郎
ウェル浪花（森 靜代）　榎本 茂
榎本美津子　大石賀都子　大賀重男
大倉幸男　大田貞枝　大田晋志
太田黒将一　大西清隆　大森和樹
岡 高弘　岡田和幸　岡本 昭
岡本カヅエ　岡本圭司　岡本しまえ
小川みや子　小川喜和子　小川富道
荻 利秀　奥井貴二　奥井孝二
奥井治郎　奥田妙子　奥平雄二郎
小野旭子　カイセイ薬局ドーム前店
加賀山 守　片山 力　加藤靖之
㈱北島商店　㈱杉江商会（杉江俊浩）
㈱竹村製作所　㈱村井製作所
神野知也　神野良二　亀井裕司
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　岸本啓志　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　木村海陸通商㈱
草野利治　草野スナヲ　楠 重三
久保 清　倉岡秀年　倉橋健司
栗本礼子　國見治男　小瀬 爽
小瀬 洌　小林三洋　小林庄子
小林良堂　小山誠二　小山泰男
堺 眞之　酒井章司　酒井康行
酒井良典　境川電気工業㈱　

坂野芳恵　作栄寿治　佐々木久子　
佐田時子　佐藤裕英　沢 潔　
篠藤純一　柴 照子　赤銅朝子　
城野美佐子　鈴木信子　鈴木藤信　
須藤克己　妹尾光祥　髙瀬万里子　
武市トノ　武田俊夫　竹谷幸子　
巽 貞子　田辺 亮　田辺昌宏　
田村敏夫　たむら歯科医院　辻 一郎
土壁萠芽　土壁勇一　筒井良太郎　
津本英章　土居義覃　土井光子　
常盤輝江　徳田勇一　長尾 孝　
中嶋 徹　中島弘子　永田陽子　
中田芳彦　中西博子　中原 収　
七滝能彰　成田末徳　新川正利　
西 俊行　西尾喜八郎　西尾雅子　
西賀隆雄　西山正義　西山美佐栄　
丹羽昭子　乃一正之　野間田靖子　
ハイム８８４８　ハイムＫ２　畠田幸次　
林 俊夫　原昌子　半田晴章　
肥後幸雄　平瀬健一郎　平田廣行　
平田富貴子　平野弘二　平野雅裕　
蛭間 彰　廣畑章子　廣畑きみ　
福井八郎　福留照夫　藤井俊一　
藤原弘三　ヘアースタジオ オリーブ　
細川日出男　細川善男・アヤ子　
本田 章　前浜啓二　松井フミ子　
松井泰憲　松井小夜子　松浦 輝　
松浦和子　松浦国雄　松島季子　
松森広子　萬代文男　水嶋信雄　
南 賢一　三宅 晃　三宅久子　
三宅ふさ野　宮地泰子　宮地康博　
村上賀通　森 勝美　森下義子　
森田隆人　森田友希子　森脇祥光　
森脇秀子　安井 治　安田三郎　
山崎悦子　山崎清一　山田悦弘　
山野嘉代子　山部美智子　山本綾子　
横手和美　吉川隆司　吉川てる子　
ローズコート境川　ローソン境川店　
脇田純一　和草弥生　和田隆子　
渡辺友明　渡部正介

　九条北   
相原美和　赤崎武治　赤星瑞穂
秋倉幸夫　足立敦子　油野治郎
綾仁康夫　荒川順行　荒木幸彦
有井 明　生野一夫　池田洋子
池田茂子　池田眞澄　石井信子
石田進一　磯淵 勉　市川明生
市川剛雄　市川七生　市川のり子
伊藤喜伴　乾 忠美　井上裕一
岩本ヨシ子　上西弘子　上野久子
上羽艶子　上羽康之亮　梅本一男
江谷典哲　江谷友広　江谷正勝
江戸孝雄　大音政司　大島省吾
大塚泰二　大伴洋子　大野耕四郎
大森久志　岡 文章　岡田ミチコ
岡本トクエ　岡本光弘　小川一雄

小河雅弘　尾崎朋子　尾崎裕実
鍵谷豊勝　加藤 忠　加藤平二
金村一郎　㈱高田屋　㈱山脇
川合 惇　河合雄一　木内隆義
菊地ふじゑ　岸本加依　岸本哲司
木田澄子　北地正資　木村福子
木村好孝　工藤邦夫　椚座利明
久保稔嗣　栗本元宏　黒木紀和
黒田敏也　香西拓也　香西冨男
小西 實　小西健雄　小林久子
小東 明　斉藤和美　佐々成紀 
佐藤充利　佐藤幸夫　澤井克行
塩田美枝　七理政一　宿坊登代子
清水 平　清水秀一　清水隆史
白井和夫　菅田雄嗣　杉浦 勇
杉本 彰　杉本堅次　杉本英夫
杉山 豊　住野貴子　関谷 保
関本勝子　瀬田安男　妹尾 茂
曽我隆頼　田 豊市　泰井健次
高市千代美　高谷保秀　髙野靖夫
田上貞子　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 睦
田中利江　田邊文男　谷 壽人
谷元明光　田村 進　田村善二郎
都志益一　辻野浩三　土壁和宏
出口四郎　土肥和子　土肥孝彌
土肥二三夫　土井勝子　土井三知男
戸上辰雄　豊岡 進　豊島公敬
豊島末一　鳥井鷹雄　仲 一枝
永井 博　永井和子　長江弘次
長尾ツル子　中嶋 徹　中西嘉代子
中村重美　中村敏弥　中山耕一
浪花千津子　西 桓夫　西田 薫
野口昭男　野田政美　野長瀬光吉
野辺清茂　橋本周二　橋本忠男
長谷川さよ子　長谷川禎章　播本輝美
深野博克　福井艶子　藤井妃佐江
藤川節子　古川正昭　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　前田 稔
牧 勝　松崎勝男　松田啓治
松田正敏　松谷弘子　松本正次郎
松本みつ子　松山岩夫　真鍋トシ子
真鍋利弘　馬淵真悟　美浦基二
道津真佐登　三井健司　美好拓人
宗国 寛　宗廣清野　村上健三
村上博隆　百 昇之　百 政信
森 健二　森田 勲　森本敏夫
山内 豊　山下清五郎　山下登代子
山田正弘　山田洋子　山中雅弘
山野靖夫　山本勝嗣　山本勝秀
山本欽一　山本光男　山本倫子
湯浅恵美子　吉池南翔　吉國幸男
吉田 進　吉原雅郎　米田准子
渡邉弘彦　渡邉陽史　渡辺眞悟
渡り忠武

西 船 場

西 船 場

江戸堀

靭

明治

広教

西六

堀江

高台

日吉

千代崎

本田

九条東

九条南

九条北

その他

江戸堀
靭

明治

西六

広教

堀江

高台

日吉 千代崎

九条南

九条東

本田

九条北

ご入会
ありがとう
ございました

個人会員

平成2５年度会員 平成2５年4月1日～平成2６年3月31日

201４年６月 ~ ふ れ あ い 西 区 ~西 区 社 協 だ よ り６ 第５１号 ７

法人・団体会員



毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？

201４年６月 西 区 社 協 だ よ り  ～ ふ れ あ い 西 区 ～ 第５１号８

■西区社会福祉協議会では下記の貸出事業を実施しております
車　い　す 利用者の年齢は問いません（原則１カ月まで）。申請者の認印をご持参ください

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

詳細・申込みは、西区社会福祉協議会  地域活動担当までお問い合わせください。

第 号５1
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社会福祉法人
大阪市西区社会福祉協議会

北村　満郎

広報部会　

ＴＥＬ.６５３９‒８０７５  ＦＡＸ.６５３９‒８０７３
http://nishi-fukushi.or.jp/

大阪市西区新町４‒５‒１４
西区役所合同庁舎６階

西区社協だより西区社協だより
「ふれあい西区」は共同募金の配分金で作られています

ボランティアビューローだよりボランティアビューローだよりボランティアビューローだより

毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？
毎日の何気ない行動が、
 実はボランティアになっている！？
飲み終わったペットボトルのキャップが、世界の子どもたちのポリオワクチンに！

西区社会福祉協議会でも、みなさまが集めていただいたキャップを
株式会社ダイワサービスへお渡ししています。
いつでもお持ちください。ご協力よろしくお願いします

◉「キャップは ササッと 水洗い」

実績（平成26年3月分）
キャップ
8,960個

ワクチン
５．６人分に

キャップ１,６００個で

　ワクチンひとり分に！！

平成25年度
ボランティア活動報告

ボランティア活動へご協力いただき
ありがとうございました
●ボランティア活動総数………1,315件
●ボランティア活動のべ人数…
　（練習・連絡会等を含む）

6,787人

…そうしていただくことで収集がスムーズに！

◉「ペットボトルのキャップのみ」…お醤油のキャップや缶の中蓋などは対象となりませんお願い

お持ち
いただく際の

幅
広
い
ジ
ャ
ン
ル
で
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動
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れ
て
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る
の
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よ
く
わ
か
り
ま
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高齢者関係 1,188人

障がい者・児関係 525人

子ども関係
894人

その他 ４,18０人

合計
6,787人

ちょっと知って
いるだけで…

随
時
受
付

障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば

社会福祉法人  
大阪市西区社会福祉協議会

会長 北村  満郎

西地区募金会だより

●平成２６年度共同募金配分金●

平成26・27年度の新役員が選出されました

　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、地域役員、各種関係団体の皆さま方のご
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。
　近年、地域では高齢化、少子化等により地域活動な
ど住民自治を担う方々の減少が注目されており、今後、
地域活動をどう発展させていけばよいのか改めて問わ
れる時代に入っております。
　このような中にあって、今まで以上に地域と区社協
が連携して地域住民の福祉ニーズを迅速・的確に把握
し、区民の皆さまのお役に立てるよう事業を推進してい
く必要があると考えております。
　誰もが安全で安心して暮らしていけるよう、きめ細や
かな総合的な福祉サービスを提供し、「住んでよかった
西区」をつくりあげていくために、手を携えて頑張って
いかねばなりません。
　皆さまには今まで以上に大きなお力添えをお願いす
ることになろうかと思いますが、何卒よろしくお願い申し
あげます。

申込先…各地域役員または西区社会福祉協議会  ＴＥＬ.６５３９-８０７５

　平成２６年１月１日から５月３１日までに、
右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。

善意銀行だより
●佐藤　功 様
●大阪ガス株式会社
　大阪地区小さな灯運動 様
●西区新年互礼会世話人会 様
●岡本株式会社 様
●にし恋マルシェ2014堀中同窓会ブース 様
●匿名希望 １名様

ご 協 力 ありがとうござ います

日本赤十字社大阪府支部
活動資金（社資）の受付について

　当社会福祉協議会において、６～７月を中心に赤
十字の活動資金（社資）の受付を行っております。
心温まるご支援・ご協力をお願いいたします。詳し
くは、当社会福祉協議会までお問い合わせください。

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源です。

　平成２５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・・・・・・・・・ 291,249円
■その他特別配分金・・・ 315,044円

～でかけましょう   子育て仲間と   であいましょう～
ちょこっとでかけてみませんか？

意外と知らない地域の事、子育てサークルやお悩み相談など、たくさんのブースがありますよ。 
パラバルーンなど出し物もたくさん。赤ちゃんも幼児さんも親子で楽しめます。

問合せ先 ●西区保健福祉センター ＴＥＬ.653２-９０３６  ●西区社会福祉協議会 ＴＥＬ.6539-8075

平成２６年度●第９回子育て交流会

♥乳幼児と保護者  ♥これからママ、パパになる方
♥赤ちゃんの休憩室もありますよ！　

対象

６月２５日（水）午前１０時３０分～１２時３０分
西区民センター １階ホール＆３階

障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば
障がい者スポーツ・
レクリエーションひろば

参加費
無料参加費
無料

参加費
無料

障がい児・障がい者、
みんなでスポーツや
レクリエーションを
楽しみましょう！！

６月２１日（土）午前１１時～午後２時３０分 西区民センター１Ｆホール
問合せ先…西区社会福祉協議会  ＴＥＬ.6539-8075

日
時

場
所

日時 場所

共同募金

会　長

理　事

監　事

評議員

北村満郎　　　　　　　　　　　　　　　富田正德　吉田安雄　堂前裕一

浮田光起　打越  勇　大塚泰二　北村満郎　笹倉和忠　笹野井庸夫　白國哲司　
田深欣寛　富田正德　堂前裕一　中島江美子　西村  卓　松野章宏　村井義和　
吉川  守　吉田安雄

川村耕一　佐藤美知子

北村満郎　富田正德　吉田安雄　堂前裕一　水谷喜代子　坂本啓子　道上武男
廣瀬充宏　青石堯光　中井智鶴子　岩見光雄　長岡  續　徳山楢由　島田輝子　
野島  一　田川智一朗　石谷重治　中山耕一　大森幸子　戸上辰雄　有山四郎　
宮部久子　和田隆子　沖本和子　小川キワ子　生島一夫　武田紀子　宮脇  淳　
十河恵子　山住智則　小林良堂　戸田直佑　和田利章　横石篤始　大江雅彦　
野田政美　玉井慶子　中村正通　 矢谷一朗

♦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。

[理　事]
[評議員]

草野利治　坂根 淳　山村秀忠　 山本信吉
山住武司　安東 徹　山本和子　 左海清孝
浅田軍治　藤嶌 清　麻殖生成剛　 篠藤恵美子
吾妻康史　野島 淳　松田啓治 　田中秀幸

♦地域社会福祉協議会長

♦平成26・27年度  新役員

〔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〕田深欣寛　〔堀江〕西村  卓　〔高台〕堂前裕一　〔日吉〕笹野井庸夫　〔千代崎〕松野章宏　
〔本田〕中島江美子　〔九条東〕北村満郎　〔九条南〕村井義和　〔九条北〕大塚泰二

（敬称略）

副会長

　当社会福祉協議会において、共同募金の業務・
受付を行っております。今年度の募金受付は、１０
月～１２月となっております。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。詳しくは、
西区社会福祉協議会までお問い合わせください。

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にてご覧いただけます。
http://www.akaihane-osaka.or.jp

西区社会福祉協議会は、
地域福祉活動の充実と財政基盤の安定をはかるため
皆様からの賛助会費や寄付金を募集しております。
ぜひともご協力をよろしくお願いいたします。

◉寝具洗濯乾燥消毒サービス事業　
◉広報紙の発行　
◉西区社会福祉講演会事業　
◉金婚夫婦お祝い会事業（２５年度は５０組）　
◉福祉機器貸出事業
　（車いす等の貸出し、住宅改修の相談受付）
◉各種団体への助成　
　…などに使用させていただいています。

■賛助会費（年額）

※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。

団体・法人個　人

１口 １，０００円 １口 １０，０００円

ご協力ありがとうございました

障がい児・障がい者、
みんなでスポーツや
レクリエーションを
楽しみましょう！！

就 任 の ご あ い さ つ

賛 助 会 員 ご 加 入 の お 願 い賛 助 会 員ご 加 入 の お 願 い賛 助 会 員ご 加 入 の お 願 い

ワクチン


