賛助会費の使い道は ?

あなたの活動が社協を支える。
社協の活動が西区民を支える。

社協が進める身近な地域での見守りや
つながりづくりなど、福祉活動をより
充実させるため、有効に活用させてい

賛助会員

社協

だれもが安心して暮らせるまちをめざして

地域
福祉活動

大阪市西区社協

ただきます。高齢者や障がい者・児な
ど支援が必要な方の見守りや、子育て

大募集

サポートなど、住みやすい西区を作り
たい！と願うみなさんのご協力をお願
いいたします。
例

賛助会員は、社協の活動に賛同し、財政

●

方々への無料貸し出し
●

広報紙の発行（ふれあい西区）
、
福祉機器の貸出、各種団体への

と。
「社協のサポーター」的存在です。

助成などに活用しています。

1,000円
10,000円

個人１口
法人・団体 １口

※口数に制限はありません。

OSAKA NISHIKU SHAKYO

一時的に車いすを必要とされる

面で支えていただく個人・企業・団体のこ

金額

あなた

（賛助会員）

申し込み先

大阪市西区社会福祉協議会、
地域社会福祉協議会、地域役員

親の介護のこと、

子育て仲間に

教えてもらえた！

出会えた！

ボランティアで

近所に知り合いが

人の役に立てた！

できてひと安心！

お問い合わせ
社会福祉法人 大阪市西区社会福祉協議会

西区子ども・子育てプラザ

〒 550-0013 西区新町 4-5-14 西区役所合同庁舎 6 階

〒 550-0022

TEL 06-6539-8075 FAX 06-6539-8073

TEL 06-6582-9553

窓口開庁時間：平日 9 時～ 19 時 土曜日 9 時～ 17 時 30 分

開館時間：火～土曜日 9 時～ 21 時 日曜日 9 時～ 17 時 30 分

（日曜日・祝日・年末年始 12 月 29 日～ 1 月 3 日を除く）
https://nishi-fukushi.or.jp/

西区本田 3-7-2
FAX 06-6582-9554

休館日：月曜日・祝日・年末年始（12 月 29 日～ 1 月 3 日）

西区老人福祉センター
〒 550-0022

西区本田 3-7-2

TEL 06-6582-9552

FAX 06-6582-9554

開館時間：月～土曜日 10 時～ 17 時
ホームページ

Instagram

大阪メトロ 長堀鶴見緑地線

鰹座橋

西区子ども・子育てプラザ
西区老人福祉センター

阪神なんば線

長堀通

キララ九条商店街

公園

あみだ池筋

こちらの入口をご利用ください

大阪メトロ 千日前線

新なにわ筋

西区役所合同庁舎6階

休館日：日曜日・祝日・年末年始

西長堀駅
公園

卍
本田公園

コンビニ

中央大通
大阪メトロ 中央線

九条駅

N

九条駅
大阪メトロ 長堀鶴見緑地線・千日前線「西長堀駅」下車 4 A 出口すぐ

三菱UFJ銀行

N

本田 3

阪神高速道路

大阪メトロ 中央線「九条」駅４番出口から徒歩約３分
阪神なんば線「九条」駅１番出口から徒歩約 7 分

社会福祉法人 大阪市西区社会福祉協議会

いつまでも
住み続けたい西区へ

西区には 14 の地域社協があります。

西船場

みなさんが住み慣れた地域でいきいきと暮らせるように、ふれあい喫茶、子育てサロ
なつながりの輪作り推進のための福祉活動に取り組んでいます。

社会福祉協議会はみなさんの悩みに向き合います

九条北

地域のさまざまな生活上の問題をみんなで考え、話し合い、協力し

02

九条南

明治
西六

九条東

堀江
日吉

て解決を図り『だれもが安心して暮らせる、ひとにやさしい福祉の

いきいきと元気に
暮らしたい

広教

本田

高台

千代崎

まちづくりをめざす』民間の団体です。

01

靭

ン、高齢者食事サービスの他、各地域ごとに世代間交流事業や、グループ活動など様々

社協ってなにするところ？

西区で安心して
暮らし続けたい

江戸堀

03

これからの暮らしの
ことを相談したい

いざというときは近所の人と助け合いたい

日中の空いている時間に

西区で一人暮らしの親が心配

最近お顔を見かけない人がいて心配…

何かできることはないかな ･･･

認知症のことを知りたい

子育ての悩みを共有したい！

特技を生かして人のために

収入が急に減って困っている

交流したい！

活動してみたい

地域福祉見守り活動応援事業

ボランティア・市民活動センター

住み慣れたまちで安心して暮らして

高齢者や障がいのある方の見守り活

ボランティアグループ・個人、市民

いくつになっても地域でいきいきと

高齢者やその家族が住み慣れた地域で安

認知症は早期発見・早期対応が大切

いけるよう、地域福祉活動等の相談

動を行い、地域でのつながりづくり

活動団体等の活動拠点となっていま

暮らし続けるために必要なことを

心して過ごせるように、専門の職員（社会

です。医師を含む、医療職・介護職・

受付、各種団体の支援や福祉教育の

のお手伝いをしています。また、支

す。ボランティア活動や企業の社会

様々な関係機関とともに考え、しく

福祉士、保健師・看護師、主任介護支援

福祉職の認知症専門チームが認知症

推進を行っています。地域のことは

援が必要な方を各相談機関の専門職

貢献活動、福祉教育など、お気軽に

みやつどいの場づくりに取り組んで

専門員）がチームでさまざまな関係機関と

か な？ と 悩むご本人とご家族をサ

何でもご相談ください。

におつなぎしています。

ご相談ください。

います。

協力しながら、高齢者の方々を支援します。

ポートします。

地域支援担当

子ども・子育てプラザ

西区コミュニティ育成事業

介護予防事業

生活支援体制整備事業

老人福祉センター

地域包括支援センター

見守り相談室

オレンジチーム

生活福祉資金貸付事業

子どもたちの健やかな育成を図り、

西区のコミュニティづくりを推進す

高齢者が自ら進んで健康づくりや介

各種教養・健康づくり講座の開催、サー

年齢や障がいのあるなしに関わら

低所得者世帯や、障がい者世帯また

乳幼児親子のふれあいや地域の子育

るため区民まつりなど地域コミュニ

護予防活動に継続的に取り組めるよ

クル活動や老人クラブの支援、生活に

ず、サポートの必要な方への情報提

は高齢者世帯に対して、民生委員・

て仲間との交流の場を提供し、家庭

ティへの参加を促す事業を地域活動

う、地域の会館で「運動」「お口の

関する相談受付を実施し、
高齢者の
「健

供や適切なサービスにおつなぎしま

自立支援相談窓口と連携し、安定し

や地域の子育て機能を高めます。お

団体、NPO、企業などと企画段階か

手入れ」
「栄養」
「認知症予防」につ

康の増進」
「仲間づくり」
「生きがいづ

す。また、ご近所で気になる方がお

た生活を送れるよう生活資金の貸付

気軽にご利用ください。

ら協働し実施しています。

いて学べる場を提供しています。

くり」に総合的に取り組んでいます。

られましたらご相談ください。

けと相談支援を行います。

西区在宅デイサービス

子育て交流会「てをつなごう！」のようす

いきいき教室のようす

あんしんさぽーと事業
（日常生活自立
）
支援事業

入浴や昼食、レクリエーションなど

認知症高齢者、知的障がい者、精神

を日帰りで提供しています（送迎付

障がい者等のうち判断能力が不十分

き）。交流の機会づくりや心身機能

な方が地域で自立した生活が送れる

の維持、家族の介護負担軽減等の目

よう、利用者との契約に基づき、福

的でもご利用ください。

祉サービスの利用援助等を行います。

来所相談のようす

