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TEL

住吉区浅香1丁目8番47号 住吉区在宅サービスセンター内

Topics

HP

０６-６607-８１81

活動内容をご確認
いただけます。

facebook で情報を発信しています。
住吉区社会福祉協議会

０６-６692-８813

http//www.sumiyoshi-wel.net

地 域の中でいろんな
支援 の花が咲いています
〜 地域見守り相談室より 〜
「見守り相談室」は、区内における見守り活動を推進するた
め、市内24区社協内に設置されています。住吉区では災害時
支援が必要な方への支援と日常的な見守り活動を一体的なも
のと捉え、
「地域見守り支援システム」
に取組んでいます。

要援護者名簿に係る同意確認・名簿整理

行政と地域が保有する要援護者の情報をもとに、
対象となる方へ要援護者支援台帳への登録の同意
を郵送・訪問で確認します。集約した情報をリスト化
して地域団体等の 見守り活動 へつなぎます。地域
では名簿を活用し、見守り活動が進められています。

機能 ❷

43

社会福祉協議会の

検索

1面：見守り相談室・地域支援事務所／赤い羽根共同募金
2面：表彰関係／特殊詐欺の被害防止／家族介護者の集いから
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FAX

ホームページでも

No.

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）
が相談をおききします。

気になる方がおられた時にはＣＳＷにお気軽にご相談ください。
いろいろな困りごと、ひとりで抱え込まないで、一緒に考えましょう。

☎06-6608-2110

（四恩学園）

えいよう

永栄

三稜・墨江丘中学校区に
お住まいの場合は

☎06-6607-8181

（社会福祉協議会）

大和川・我孫子南中学校区に
お住まいの場合は

☎06-6607-8181

（社会福祉協議会）

さとう

佐藤

地域

会館名

開 館日時

電話

墨江福祉会館東隣

平日10時〜16時
（12時〜13時休憩）

06-6678-9286

清水丘

遠沢公園集会所

平日13時〜17時

06-6675-8423

遠里小野

遠里小野老人憩の家

平日10時〜16時

06-6694-1272

東粉浜

東粉浜ふれあいセンター

平日10時〜16時

06-6674-0608

墨

江

（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）

長

居

長居連合会館

平日10時〜16時

06-6694-6818

依

羅

依羅老人憩の家

平日10時〜16時

06-4703-3988

和会館・老人憩の家

平日10時〜16時

06-6694-4337

苅田北福祉会館

平日10時〜16時

06-6696-1200

苅田南

苅田南老人憩の家

平日10時〜16時

06-6699-5963

苅田北

苅北地域コミュニティ会館

平日10時〜16時

06-6696-1048

苅

「ご近所でごみがいっぱいの家があり、気になる。」
「息子(娘)がこ
もりきりなんだけど…」
「子育てに悩んでいるんだけど…」。地域のな
かで支援につながらず困っている方や従来の制度などでは十分に
対応できない方に対して、
ＣＳＷ（コミュニティ・ソーシャル・ワー
カー）
が訪問し、必要なサービスや地域の見守り活動につなぎます。

お住まいの場合は

地域支援事務所は日頃の見守りや、ちょっとした困りごと
などの相談窓口、地域の支援活動の拠点です。車いすの貸
し出しも行っています。まずはお住まいの地域にある支援
事務所へお電話ください。

山之内

孤立世帯等への専門的対応

我孫子・東我孫子中学校区に

地域支援事務所

車イス
貸出

田

（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）
（12時〜13時休憩）

※住吉区社協でも車いすの貸し出しを行っています。

機能 ❸

認知症高齢者等の
行方不明時の早期発見の取組

「最近、父が道に迷う事が多くなって…」
「 母が出掛けたまま、ま
だ帰ってきてない！どうしよう…」。見守り相談室では認知症高齢
者等の行方不明時の早期発見への取組みとして「見守り配信メー
ル」を実施しています。認知症高齢者等が行方不明になった場合
に、氏名や身体的特徴等の情報を協力者にメール配信し、行方不
明者の早期発見や保護につなぎます。現在、メールを配信させて
いただく協力者を募集しています。
見守りメールに登録いただいた方に「見守りシール」と
「アイロ
ンシール」
「くつシール」をお渡ししています。

住吉・大領中学校区に
お住まいの場合は

☎06-6678-1355

（ライフサポート協会）

見守りシール

アイロンシール
くつシール

かどの

角野

つじ

辻

今こそ福祉に支援 の手を！

運動期間は１０月１日〜３月３１日です
問合せ

地域支援担当
☎06-6607-8181 ＦＡＸ：06-6692-8813

問合せ

見守り相談室 (住吉区役所４階43番窓口)
☎06-4703-5806 ＦＡＸ：06-4703-5807

１０月から１２月まで赤い羽根共同募金運動が実施されています。期間中の
募金は地域の福祉課題や災害時における支援などに役立てられます。
１月から３月までは区内の子ども食堂・居場所づくりの支援や学習支援を
目的に
「テーマ型募金」を行います。
また年間を通しての募金箱の設置にご
協力いただける会社や店舗などについても募集しております。
みなさまの温かいご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

この広報紙は、共同募金配分金を活用して作成しています。
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「違い」
をひとつの個性
と受け止めて

おめでとうございます！
この度、次の方々が
日頃の功績をたたえられ、
表彰を受けられました。
おめでとうございます。

特殊詐欺の被害防止

◇ボランティア
特定非営利活動法人すみよし歴史案内人の会 様
南京玉すだれ住吉御気楽家 様
花結び会 様

問合せ

□ キャッシュカードは渡さない !

日

時

毎月第４水曜日
午後1時30分から3時

場

所

住吉区民センター
図書館棟2階集会室１
（南住吉3-15-56）

参加者からの声

3カ月ごと（年4回）土曜日

時

※今年度は以下の日程で催しも兼ねて行います。

令和２年11月28日 午後２時30分〜４時
ギター・マンドリン演奏会
令和３年２月27日 午後１時30分〜３時
ミニ映画会
場

所

住吉区在宅サービスセンター（浅香1-8-47）

参加者からの声

「認知症で物忘れが進み、精神的に落ちつかないことが
多いのですが、包括支援センターの方にアドバイスをい
ただいたり、同じ境遇の方の話を聞かせていただき、介
護に対して前向きに考えられるようになりました。」

タテのかぎ

前回の答え：みおつくし（澪標）

☎06-6675-1234

親の介護をされている方の交流の場です。

日

粗品
進呈

大阪府住吉警察署

息子さん娘さんのための介護者の集い

家族の介護をされている男性の方の
交流の場です。

組）に挑戦‼
クイズチャンピオン（某テレビ番

□ カードの暗証番号は教えない !

地域支援担当 ☎06-6607-8181
FAX：06-6692-8813

（ほっこりサロン）

〇の中の文字を
並び替えてできる言葉は？

犯人はだまし取ったカードを使って、

▶ 近くのATMで現金を引出します。
例え、警察や金融機関でも…

男性介護者の集い

住吉区地域包括支援センター
☎06-6692-8803 ＦＡＸ：06-6692-8813
住吉区西地域包括支援センター
☎０６-６６７４-０８００ ＦＡＸ：06-６６７４-０８０１

カードを封筒に入れさせて、
目を離した隙に封筒をすり替えます。

来年４月４日のチューリッ
プデイをお楽しみに。

◇ボランティア
あいネットあかり 様・音芽会 様
河内盆ダンス 様・紙ヒコーキ倶楽部 様
グループいっせき 様

問合せ

カードを交換すると言って回収したり、

▶ 封印しておきますと言って

やる事が大切だ」といっ
た感想が聞かれました。

大阪市地域福祉推進功労者感謝

介護を要する高齢者を在宅で介護してい
る家族を支援するための取り組みの一部を
紹介します。介護者同士の情報交換を通し
て、身体や心をリフレッシュしてみませんか？

「銀行協会です。
悪用されないように処理をするので、
暗証番号を教えてください。
すぐに担当者がご自宅に
向かいますので、キャッシュカードを渡してください」

リティの現状を、長崎さんは「身近にいることをわ
かってほしい。理解できなくても否定しないでほし
い。」
と話されました。
参加者からは「ひとりひとり自分のできることを

大阪市地域福祉推進功労者表彰

ご家族を
介護されている方の
集いから

「あなたの名義のクレジットカードが勝手に作られ、
悪用されています。キャッシュカードも危ないです」

画していましたが、新型コロナウィルス感染症の拡
大により中止。来年のイベントへつながるものをと、
トークショーを行うことになりました。
当日は、女優の長崎アンナさん、山﨑あおいさん
による講演が行われました。山﨑さんは性的マイノ

◇社会福祉協議会役員
磯村 修 様・鈴木 孝雄 様・髙山 秀子 様
橋本 佳津子 様・平澤 徹 様・松岡 忠博 様
山下 保一 様・山本 博久 様

ハガキにて
ご応募ください。

役所や金融機関、
百貨店や警察官を名乗って…

９月２６日（土）、住吉区民センター大ホールで「し
あわせのチューリップデイ特別企画トークショー」を
開催しました。当初、今年の４月４日にイベントを企

大阪市地域福祉推進功労者感謝

応募方法

キャッシュカードを狙った手口が多発 !

〜チューリップデー特別企画 開催報告〜

「介護をする家族の辛さは中々わからないと思います。認
知症の親が同じ話を繰り返すことは、理屈ではわかって
いても、冷静に対応できない時もあります。同じ立場の方
と話をすることで、癒しあえることができました。」

ヨコのかぎ

1

1 楽園・楽しいところ
１ その方面での先駆者
8 日本の歌手・女優 最大のヒット曲
２ 南米高地で飼育
アメリカラクダ、リャマとも
は「PRIDE」夫は布袋寅泰
３ 健康または美容上、肥満を防ぐ 9 旧暦二月におみずとりの名で知ら
ために食事を制限すること
れる修二会（しゅにえ）が行われる
10 埼玉県深谷市の地名
４ 表現の内容
５ 〇〇⇔きらい
郵便番号366-0024
６ 山・岸などが切り立ったところ
ヒント
７ ＳＯＮＧ
お互いに思いやりの心で○○○○○

クイズの答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・社協だよりの感想をご記入のうえ、
〒５５８−００２１ 住吉区浅香１丁目８番４７号 住吉区社会福祉協議会「社協だより秋・冬号 クイズ係」まで。
締め切りは令和２年12月３１日。当日消印有効。
当選者20名（多数の場合は抽選）の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。
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お願い 応募ハガキには必ず差出人の記名をお願
いします。夏（№42）号当選者の中に無記名の方がお
られ、記念品をお送りすることができませんでした。

住吉区社会福祉協議会 施設マップ・問合せ先
沢ノ町

沢ノ町

大阪市立
大学

大阪市立
大学

浅香中央
公園

住吉区社会福祉協議会
☎6607-8181
住吉区ボランティア・市民活動センター ☎6607-8181
住吉区地域包括支援センター
☎6692-8803
あんしんさぽーと
☎6115-8150
住吉るるるオレンジチーム
☎6115-8605
大阪市住吉区浅香1- 8 -47
FAX 6692-8813

住吉区社会福祉協議会は…
住吉区社協だより No.43

住吉区西地域包括支援センター
大阪市住吉区墨江2 - 4-10

☎6674-0800

FAX 6674-0801

住吉区老人福祉センター
大阪市住吉区遠里小野1-1- 31

☎6694-1416

FAX 6606-3412

地域見守り相談室
生活自立相談窓口
生活福祉資金相談窓口
大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所内）

地域のさまざまなたすけあい・支え合い活動や見守り活動、
ボランティア活動のサポート、介護や日常生活の困りごとの
相談支援など、一人ひとりが大切にされる、優しさとぬくもりのある福祉のまちづくりに取り組んでいます。
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