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一部、販売コーナーがあります

平成23年度  ●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〜●

問合せ

その他

東日本大震災義援金箱
を設置し、「とっておきの
音楽祭実行委員会SENDAI」

を通して被災地の
障がい者支援団体
へお届けします

日　時
場　所

第１部

第2部

定　員

午後１時～２時　ミニライブ・講演会

「音楽のチカラ  あなたのために わたしたちのために」「音楽のチカラ  あなたのために わたしたちのために」
～音楽を通した復興支援の取り組みと元気に活動する今をお届けします～　

釜石応援ふるさと大使

●日本語字幕付き●

ミニライブには、関西のメンバーと
えんぜるバンド（音楽を通して可能性の扉を開く

ダウン症者のバンド）が参加します！

プロフィール：岩手県釜石市出身。
　現在宮城県仙台市在住。シンガー
ソングライターとして、自身のアル
バムをリリースするほか、坂本九、
オフコース、時任三郎などへの音楽
提供や、音楽プロデューサーとして
も活躍中。

午後2時～3時45分  バリアフリー映画会
平成１８年、第６回とっておきの音楽祭をプロ・

アマ４７名のカメラマンが撮影したドキュメンタリー
ムービーです。 映画タイトルは「オハヨー！イエー！」から造られた元気のでる言葉。スポー
ツはできないけど、音楽ならできる！障がいがあっても気軽に音楽祭のようなものがで
きないかな？など、このごくごく当たり前のことに気づき、仙台市民のチカラによって
生まれたこの音楽祭は、全国的にも珍しく、規模も日本最大級。平成１８年にバリアフリー
化推進功労者表彰、平成１９年に第３回日本イベント大賞を受けた、笑顔・元気いっぱ
いの映画です。現在、日本列島で連鎖上映中！

東日本大震災  義援金
区民の皆さまからお預かりした義援金は、

大阪市社会福祉協議会を通じて大阪府共同
募金会より被災地に届けています。お預かり
した金額につきまして、下記のとおりご報告
申しあげます。
ご協力いただいた皆さまには、心より感

謝申しあげます。

【寄附金額　総額 228,123円 
　　　　　　　　（平成２４年１月現在）】
なお、当協議会の東日本大震災にかかる

義援金の募集は終了いたしましたが、大阪
府共同募金会にて引き続き募集させていた
だいております。

今回の災害でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りするとともに、
被災された多くの方々に心からお見舞い申しあげます。少しでも早い復興を
願うとともに、今回の教訓を広く後世に伝えていかねばなりません。西区社
会福祉協議会では、被害を受けた方々や被災地復興支援のため、現地への職
員の派遣をはじめ街頭での募金活動、義援金箱の設置、被災地の授産施設の
区内行事への参加受入（授産製品の販売）など、また区内の学校での被災地
の様子や現地での活動報告などを行っています。今後も、引き続き全国各地
の社会福祉協議会と協力しながら様々な活動を続けていきます。
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。

社会福祉協議会は・・・
大地震や水害などの災害時には、災害ボラン

ティアセンターを設置・運営し、被災地内外、時には
海外から支援に駆けつけるボランティアと被災者
を結び付ける役割などを担います。被災地の復旧・
復興については、ボランティアの力はかけがえのな
いものであり、大きな力となっています。
西区社会福祉協議会のボランティアビューロー

では、災害に限らず、様々な講座を開催したり、区内
のボランティアを希望されている方や施設と、ボラ
ンティアをしたい方々をつなぐパイプ役をしていま
す。地域内の『つながり』や『絆』を広げ、安心・安全
に暮らせるまちづくりを共に目指しましょう。

22部部部

東日本大震災および台風１２号での
社会福祉協議会の災害支援活動の報告

映画「オハイエ！」とは

とっておきの音楽祭顧問映画
「オハイエ！」プロデューサー

演奏
講師被災地からのメッセージ被災地からのメッセージ

入場無料

あんべ 光俊 さん
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１２月２４日（土）クリスマス会なので美しく飾りつけされた会場で「赤鼻の
トナカイ」を鈴の音に合わせて大きく口を開けて合唱される皆さんは童心に戻
られて和やかな雰囲気のなかで食事会がはじまりました。
食後１１名の主婦で結成されたグループ・フェアリーズのクリスマスゴスペ

ルが披露され、子連れのメンバーも一緒にこの日のために会館で練習を重ね
られた美しい歌声に心和み、又くじ引きプレゼントなども用意され、暖かな思
いがいきかいます。吉田会長より「来年も元気で参加してください。良いお
年を迎えてください！」とご挨拶があり、一生懸命このように地域のお世話を
してくださる方々の真摯な思いが伝わりました。

１２月１１日（日）明治小学校でもちつき大会＆クリスマスライブが、開催さ
れました。寒さ厳しい中、ＰＴＡ、子ども会、連合共催の恒例のイベントに大勢
が参加しました。午前中校庭でのもちつき大会で臼で餅をつく作業では、子
どもも大人も必死な姿は力強く楽しそうでした。できたての餅はほっぺが落ち
そうな表情で「美味しかった」といただきました。
午後からはクリスマスライブで、子ども達や先生、地域の方々の歌と演奏

や阪神大震災でお世話になったお礼にと披露されたバイオリン演奏には会場
全体が聞きほれ、皆さんが共に歌を口ずさみながら心あたたまるひと時を過
ごすことが出来ました。

１２月９日（金）広教地域ふれあい喫茶では今年もクリスマスツリーが輝き
居心地の良い会場に地域の皆さん達が集まります。「スポーツセンターの帰り
はいつもここに寄ります」という６０代の男性、女性会の方々、地域の高齢者
の方々など月２回ゆったりとした語らいの時をここで過ごされます。美味しい
抹茶にお菓子、コーヒー、紅茶ケーキセットをいただきながらお世話してくだ
さる方々のやり繰りと真心に感謝です。
このような地域の手作りのおもてなしが心豊かな生活につながり守られるこ

とを皆さん願っていることでしょう。

年２回、まちづくり運動の一環として、園芸教室の開催をしています。南堀
江公園通り及び高台地区まちづくりの会と高台地域社会福祉協議会が中心と
なり、出来上がった鉢植えに手作りの『南堀江公園通り及び高台地区まちづ
くりの会』の名前を刻んだプレートを付け、地域住民のお宅や公園付近の店
舗などへ配っています。
「まちが彩りよくなることで、安心・安全なまちづくりにつながればと願い、
この運動を始めました。現在、南堀江公園周辺の店舗に協力していただいて
いますが、今後も協力してくれる店舗、また地域住民が増えればと願っていま
す。」と堂前社協会長。鉢植えを受け取られた方は、大事に育て、やがてき
れいな花を咲かせてくれています。きっと、地域住民の心の癒しとなっている
ことでしょう。花が開くとともに、地域住民の心も開かれ、顔なじみの増える
まちづくりへつながっています。

毎月第２火曜日１０：００～１１：３０日吉会館にて、民生委員・児童委員と女性
会のスタッフにより子育てサロン「日吉親子のつどい」を開催しています。毎回、
１０～１５組くらいの参加者で賑わい、楽しい遊びの場となっています。
「雨の日や暑い日でも、広い室内で思いきり大好きなすべり台で遊ばせる
ことができる」「親同士の交流・情報交換、また成長を楽しむ場になっている」
「スタッフの方や保健師さんに子育ての悩みを気軽に相談できる」など、参
加者から声が寄せられています。
現在、高層住宅が増える中、地域住民やボランティアの協力のもと広報活
動に力を入れるとともに、地域住民が気軽に集える場を提供することで、地
域に根ざす活動へつなげていきたいと思っています。また、７年続く子育て支
援活動を継続することで、子育てを終えた保護者の方々が、やがてスタッフと
して地域活動に関わっていただける日を心待ちにしています。

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5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、明治・広教・堀江・日吉・九
条南地域を予定しております。ご協力をお願いいたします。

「あんじょう」
第10回目大阪弁

ーきっちり、きちんとー
あんじょう、頼みまっせ。

江戸堀　ー高齢者食事サービスー

　　　　　　　「和やかな歌声と楽しい会食」

江戸堀　ー高齢者食事サービスー

　　　　　　　「和やかな歌声と楽しい会食」

明治　ー世代間交流ー

　　　　　　「皆で楽しく心温まるひと時」

明治　ー世代間交流ー

　　　　　　「皆で楽しく心温まるひと時」

広教　ーふれあい喫茶ー

　　　　　　「安らぎと語らいの場として」

広教　ーふれあい喫茶ー

　　　　　　「安らぎと語らいの場として」

高台　ーまちかど、彩り、花飾り運動ー

　　　　　　「花咲き、心なごむ街並みへ」

高台　ーまちかど、彩り、花飾り運動ー

　　　　　　「花咲き、心なごむ街並みへ」

日吉　ー子育て支援活動ー

　　　　　  「あそびにおいでよ！」

日吉　ー子育て支援活動ー

　　　　　  「あそびにおいでよ！」

例

大阪弁あれこれ平成22年度
会員名簿についてのお詫び
ふれあい西区４３号にて記載させていただきま
した平成２２年度会員名簿に記載漏れがござい
ました。大変申し訳ございませんでした。
お詫び申しあげます。（敬称略）
＜九条北＞　勝　訓男
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高齢者
相談

介護保険
介護予防

金銭
管理 認知症

相談

介護疲れ
虐待に関すること

認知症高齢者支援ネットワーク事業・第４回西区介護フェア報告

西区社会福祉協議会関係機
関窓口や、関西スーパーマー
ケット南堀江店、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）のレジ付
近に設置しています。

相談無料
秘密厳守

こんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽にこんなときお気軽に

ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。ご相談ください。

こんなときお気軽に

ご相談ください。

１２月１７日（土）13時30分から西区民センターで
開催され、１４０人を超える方の参加がありました。
ほくとクリニック病院　深尾　晃三　院長先生

の講演や、認知症支援についてシンポジストの方
から助言がありました。
限定版『西区高齢者情報ガイドブック』が配布さ

れ、西区高齢者情報コーナーも盛況でした。

ニュース 「包括レンジャー」

 「認知症を理解する」

西区地域包括支援センターだより
西区新町4丁目5番14号（西区在宅サービスセンター内）　問合せ先/電話：6539-8075 FAX：6539-8073　http://nishi-fukushi.or.jp

西区老人福祉センター  行事のご案内
《問合せ先》西区本田 3-7-2　TEL 6582-9553  FAX 6582-9554《問合せ先》西区本田 3-7-2　TEL 6582-9552  FAX 6582-9554

◀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。※日程・内容等は変更する場合があります。

４月24日（火）

西区内の１４地域では、月１～２回、各地域会館や小学校にて概ね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２２年度は、６８４名のボランティアさんが、951名の高齢者にのべ
9,420食の食事を提供しました。各地域での調理形態は、ボランティア調理または業者調理で、参加費は３００～４００
円（材料代）と大阪市からのお一人250円（材料代）の補助金を受けて事業運営しています。ボランティアの創意工
夫のもと季節行事を盛り込んだ食事会などを開催しています。
平成22年度の精算報告は下記のとおりです。

平成22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）

・その他、大阪市より衛生物品などの現物支給があります。 （単位：円）
食事サービスでは、人と人を結ぶお手伝いをさせていただいています。『なかまづくり』や『きずなづくり』をご近
所で広げましょう！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、西区
社会福祉協議会、または各地域会館へお問合せください。（区内のスーパーマーケットに『西区ふれあい食事サービ
スぼらんてぃあ通信』を設置しております。また、西区社会福祉協議会のホームページにも掲載しておりますのでぜ
ひご覧ください。）

西区高齢者食事サービス事業連絡会だより

毎月１日発行

【時　 間】 １０時３０分～１１時００分
【内　 容】 インストラクター関貴子さんと、かんたんなエアロビクス
 やストレッチでちょっぴりリフレッシュしましょう。
【対　 象】 どなたでも
【場　 所】 西区子ども・子育てプラザ　１階軽運動室
【申　 込】 当日お越しください。

平成２４年２月２３日・３月２２日（木）★親子でエアロビクス

西区子ども・子育てプラザ行事のご案内

★春のお茶席会

月替わりのイベントとコーヒーサロンを開催
２月２２日（水）、３月２７日（火）、４月２５日（水）、５月30日（水）

★はっぴーサロン

記念撮影と記念品、演芸会で誕生者をお祝いします
３月２８日（水）、５月２３日（水）、…奇数月に開催。

★誕 生 会

★サークル活動 参加者募集中！

★その他 ビーンボウリング、輪投げなどの室内ゲーム大会を開催。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。

１１月11日（金）、西
区民センターで「地域
福祉フォーラム～西
区アクションプランの
これまで、これから」を
開催しました。アク
ションプラン関係者
だけでなく、地域社

協・ネットワーク委員会の役員や民生委員、福祉施設
連絡会員などが集まり、西区の地域福祉についての
これまでの成果や課題を確認するとともに、これから
のあり方について話し合いました。それぞれのグ
ループは普段は顔をあわさないメンバー同士でした
が、時間があっという間に感じるほど盛り上がり、交流
を深めることができました。

地域福祉フォーラム開催！

利用者負担
3,598,550

活動費
2,355,000

運営費
719,615

検便費
133,560

給食設備費
50,000

地域負担
590,398

前年度繰越金
584,457

食材費弁当代
6,727,660

運営費
764,132

検便費
133,560

給食設備費
50,000

H23繰越金
356,228

収　入 支　出

8,031,580 8,031,580

平成２４年３月２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２階和室
【申　 込】 ２月２日（木）～２月１８日（土） ※参加無料です

★ベビーマッサージ体験教室

一時保育
あります

午後1時30分
　　～3時30分

琴の生演奏を聞きながら、抹茶と生菓子（２５０円）をお楽しみ
ください。テーブルとイス席です。６０歳までの方もお気軽に
お越しください。

フラダンス、太極拳、お花、書道、カラオケなど２２のサークルが活動して
います。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？

見学も随時
受付ます



2012年2月 ふれあい西区 第45号

　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)（各地域食事サービス委員会の助成）
☆ふとん丸洗い乾燥サービス事業
　（年２回実施、２２年度実績は年３回延べ２９１人）

☆広報紙の発行
☆西区社会福祉講演会事業
　「地域で見守る子どもの未来」～ひょっとしてそれっ
て虐待？！～（平成２３年３月４日開催）
　「障がいあれこれ～聞いて聞いて私たちの声Ｐａｒｔ６
～」 パネルディスカッション「かがやいて生きよう
このまちで」～みんなの老後みんなで老後～
　（平成２３年３月１５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）

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

会員ご加入のお願い

【問合せ先】
西区ボランティアビューロー
TEL 06-6539-8075  FAX06-6539-8073
メール　nisvb@osakacity-vnet.or.jp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

また、区内のスーパーマーケット「KOＨＹO」「ライフ」「関西スーパー」「フレック九条」「玉出千代崎店」は当
協議会のラックを設置することで、区民の方への情報提供に協力していただいています。その他でも、地域の方や
学校と一緒に清掃活動を定期的にしている企業さんもあるとの情報をいただいています。こうして直接的にでも間
接的にでも、企業が社協や地域の応援者になっていただけることはとても心強いものです。これからも企業とのつ
ながりの輪が大きく膨らむように情報発信をしてまいります。

災害時対応をはじめとし、企業と地域とのつながりがクローズアップされる昨今です。西区ではそよかぜまつりの設営と片付けで「日立
キャピタル」、ペットボトルキャップ回収や災害時の講座・子育て支援にも関わっている「ダイワサービス」、高齢者施設や障がい者施設の行
事の手伝いに「スヴェンソン」「大阪トヨペット」、各種講座の講師役として｢りそな銀行」にご活躍していただいています。

善意銀行だより

平成23年度  大阪市社会福祉大会

平成２３年６月１日から１２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。
★ 株式会社  丸高製作所  社員一同  様（６月１２月  年２回）
★ アキレス株式会社　関西支社　様

　大阪市社会福祉大会が平成23年10月18日に大阪国際交
流センターで開催され、地域福祉の推進に貢献された方々が
表彰されました。
西区の受賞者は次のとおりです。
◆大阪市長表彰（地域福祉推進功労者表彰）
　水谷　喜代子　様　　九条東高齢者食事サービス委員会　様
◆大阪市長感謝状（地域福祉推進功労者感謝）　
　吉田　安雄　様　　　十河　恵子　様
　道親仲間　ほっ♪とものす　様
◆市社協会長表彰（功労表彰）　　　浅井　茂雄　様
◆設立60周年記念特別表彰

◆ 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】

詳細・お申込みは、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

車いす

高齢者擬似
体験システム

随時受付ています

随時受付ています

事業名 事業内容 受　付
利用者の年齢は問いません（原則１ケ月まで） 申請者の認印をご持参ください。

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

地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク地域ネットワーク
委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより委員会だより
地域ネットワーク
委員会だより
地域ネットワーク
委員会だより

区内全地域でネットワーク委員会活動に取り組んでいます
問合せ先 /西区社会福祉協議会

日常的なご近所同士の
助け合い活動と地域のさ
まざまな団体、福祉の専門

職が連携し、地域にお住まい
の 方のお困りごとを把握して身近な相
談役となったり、ささえあいの輪作り
に取り組んでいるのが地域ネットワー
ク委員会です。各地域の会館に事務所
が設置されていますので、お気軽にご
相談ください。

◆地域ネットワーク委員会事務所◆

西船場 西 船 場 会 館 京 町 堀 1－11－30 ６４４６－５９３０
地域名 施設名 住　　所 電話番号

江戸堀 江戸堀連合会館 江 戸 堀 3－8－1 ６４４１－５０２０
靱 靱 会 館 靱 本 町 1－9－25 ６４４７－００２２

明　治 明 治 会 館 立 売 堀 2－2－17 ６５４１－３２１９
広　教 広 教 会 館 立 売 堀 4－6－14 ６５３４－８６９０
西　六 西 六 福 祉 会 館 新 　 町 2－13－1 ６５３４－０８７４
堀　江 堀 江 会 館 南 堀 江 1－13－23 ６５４３－３７８９
高　台 高 台 会 館 南 堀 江 2－8－7 ６５３７－５５６０
日　吉 日 吉 会 館 南 堀 江 4－22－8 ６５３９－７７４３
千代崎 千 代 崎 会 館 千 代 崎 2－16－15 ６５８３－３９９５
本　田 本 田 連 合 会 館 本 　 田 3－5－14 ６５８１－６８９９
九条東 九 条 東 会 館 九 　 条 1－11－19 ４３９３－９１１１
九条南 九 条 南 会 館 九 条 南 2－31－2 ６５８２－０３０３
九条北 九条北連合会館 九 条 南 4－19－2 ６５８２－１１３３

★原則として月曜日～金曜日（祝日を除く）
　午前10時～午後4時
※行事・訪問・研修などで不在の場合があります

西船場地域社会福祉協議会
江戸堀地域社会福祉協議会
靱地域社会福祉協議会
明治地域社会福祉協議会
広教地域社会福祉協議会
西六地域社会福祉協議会
堀江地域社会福祉協議会

高台地域社会福祉協議会
日吉地域社会福祉協議会
千代崎地域社会福祉協議会
本田地域社会福祉協議会
九条東地域社会福祉協議会
九条南地域社会福祉協議会
九条北地域社会福祉協議会




