
粗品
進呈

●ざっくばらんな会（家族介護者の集い）
 奇数月第4土曜午後1時30分～3時30分
 【5･9･1月】
 住吉区在宅サービスセンター（浅香1-8-47）
 【7･11･3月】
 住吉区西地域包括支援センター（墨江2-4-10）

●ほっこりさろん（男性介護者の集い）
 毎月第４水曜午後1時30分～3時　
 住吉区民センター図書館棟2階 集会室１
 （南住吉3-15-56）

●介護者カフェ・いっきゅう
 毎月第２月曜午後1時30分～3時　  
 浄土宗 願生寺（墨江4-15-15）
 ※願生寺と西包括による共催

●すみれの会交流会（要介護者を抱える家族の会）
※区社協が運営支援しています。
 毎月第３木曜午後1時30分～3時
 ※参加費100円
 住吉区民センター図書館棟2階 集会室1
　　　　（南住吉3-15-56）

●認知症カフェ「まちの縁側」
 毎3月第3水曜午前10時30分～正午
 ※参加費100円　
 ゆうけいホール（遠里小野2-7-20）

第１回 令和４年３月1６日（水） 午前１０時～正午
第２回 令和４年３月17日（木） 午前１０時～正午
住吉区老人福祉センター（遠里小野1-1-31）
20名（多数抽選）　　　　　無料
３月９日（水）まで〈来館・電話可〉
３月１１日（金）
住吉区老人福祉センター
☎06-6694-1416　FAX：06-6606-3412

住吉区社会福祉協議会 施設マップ・問合せ先

住吉区社会福祉協議会は… 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。

大阪市立
大学

大阪市立
大学

浅香中央
公園
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 1 まじない　○○廻戦
 5 ○○○大樹の陰
 6 釜石の奇跡の地
  2019年にはラグビーワールド
カップの開催スタジアムに

 7 バレーボール
  レシーブ　○○　アタック
 8 笑ってもらおうと意識して言う
こと。

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、お花見にまつわる思い出などをご記入のうえ、
〒５５８‒００２１ 住吉区浅香１丁目８番４７号　住吉区社会福祉協議会「社協だより春号 クイズ係」まで。
締め切りは令和4年4月30日（土）。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。

 1 ○○↔中等↔下等
 2 仮名手本忠臣蔵
  遅かりし○○○○○
 3 秋吉台などのカルスト地形にある
陥没のこと。ドリーネより危険と
いわれる

 4 落語で前置きにする話
 9 釧路湿原に囲まれた村
  タンチョウのふるさと

応募方法

〇の中の文字を並び替えて
できる言葉は？

前回の答え：きぼう（希望）

脳トレクイズ タテのかぎ ヨコのかぎ

大阪市住吉区浅香1-8-47

住吉区社会福祉協議会
住吉区ボランティア・市民活動センター
住吉区地域包括支援センター
住吉るるるオレンジチーム
あんしんさぽーと

住吉区西地域包括支援センター 住吉区老人福祉センター
大阪市住吉区墨江2-4-10 大阪市住吉区遠里小野1-1-31

大阪市住吉区南住吉3-15-55（住吉区役所内）

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

沢
ノ
町

沢
ノ
町

ハガキにて
ご応募ください。

クイズチャンピオン（某テレビ番組）に挑戦‼

FAX 6692-8813

☎6607-8181
☎6607-8181
☎6692-8803
☎6115-8605
☎6115-8150

FAX 6674-0801
☎6674-0800

FAX 6606-3412
☎6694-1416

いつも絶やさずにいたいですねヒント

　マスクに手洗い、三密を避けてのソーシャルディスタンスなど、各々で考え、感染拡大防止に努めてきた私たちの２年間でした。
　一年を24等分したものに季節の名前を付けた二十四節気の一つ、春の季語に「啓蟄（けいちつ）」があります。3月6日～20日頃の期間を啓蟄といいます。
「啓」は「ひらく」、「蟄」は「土の中で冬ごもりしている虫」の意で、冬眠していた蛇や蛙などが暖かさに誘われて穴から出てくるころとされています。私た
ちにとっても活動を始めるにはもってこいの季節です。コロナ禍で蓄えた力、このあたりで思い思いに開花させてみませんか。

　令和３年１２月４日（土）に「第７回社協フェスティバル」を開催しました。この取り組みは区民のみなさまに社協をより身近に
感じてもらうことを目的に、毎年１回開催しています。令和２年度はコロナ感染拡大防止により中止といたしましたが、区社協
設立７０周年の記念すべき令和３年度は思いも新たに『こんな時だからこそ、心でつながり笑顔あふれる毎日を』と願い、開催
させていただく運びとなりました。
　今回は事前申込制とし、当日は200名余りの地域住民の方々や福祉関係者のご参加をいただくことができました。はじめ
に山下保一会長より70周年を迎えることができた感謝の意と、今後も引き続き地域福祉を推進し、社会福祉協議会の活動
を進めていくことの決意のあいさつがありました。また、ご来賓の平澤住吉区長からも激励の言葉をいただきました。
　プロクラム第１部は、地域福祉功労者表彰（地域役員・活動者２４名/20年以上の活動団体１１団体）を行いました。第２部
では、定年退職を迎えたシングルファーザーが娘の親離れを機に「地域デビュー」「はじめての家事」に大奮闘、世代を超
えた様々な人々に導かれながら人生を謳歌していく様子を描いた映画「体操しようよ」を上映しました。参加者からは、
「地域に密着した活動を期待しています。」「体操を始めたくなりました。」「映画字幕付きで良かったです。」という声が
きかれました。

一緒にさがしましょう！春のお楽しみタイム＆スポット！
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日　時

場　所

対　象

定　員

その他

申込み

問合せ

第７回　社協フェスティバル ～地域とずっと つながりをもっと～ の報告

しあわせ
の

問合せ 地域支援担当  ☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

４．４チューリップデー

「住吉区社会福祉施設連絡会」だより

　３月３日と５月５日、この二つの節句の中間である、４月４日を性別
を分け隔てなく誰もが祝うことができる日として、「４月４日（しあわ
せ）」と読み、人の性別・個性に区別なく、また世代や国籍も越えて
誰もが輝ける日としてイベントを開催します。ぜひお越しください。

　社会福祉施設は、本来事業である社会福祉サービスの提供だけではなく、地域と
ともにある社会福祉施設として、こども見守り隊活動への参加協力や、認知症カ
フェ、地域・こども食堂の運営などさまざまな取り組みを行っています。
　住吉区内の69箇所の社会福祉施設が加盟する「住吉区社会福祉施設連絡会」で
は、令和2年度から住吉区で福祉に関わる人材を育成する公益的な取り組みを行っ
ています。
　令和4年度も、知的障がい者ガイドヘルパー養成講座を開催します。この講座は
初心者のための福祉体験講座として実施します。福祉分野に初めてチャレンジして
くださる方、大歓迎です。みなさまのご参加お待ちしています。

　元気でみなさまと集える場になることを願っています。
『行って良かった』そう言ってもらえる社協フェスティバルを開
催したいと思っています。どうぞご予定ください。

　３月１２日（土）に予定していました「ふらっと楽しむ“すみよし”」は、
新型コロナ感染拡大防止のため、中止とさせていただきます。みなさま
には、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

日　時

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時
場　所

日　時
場　所

日　時
場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

日　時

場　所

対　象

定　員

受講料
持ち物
共　催
申込み

問合せ

受付開始
問合せ

定　員 参加費
申込み
発　表
問合せ

日　時

日　時
場　所
対　象
定　員
受講料
主　催
申込み

問合せ

場　所

定　員
時　間

申込み

問合せ

令和４年４月４日（月） 午後１時～６時（正午開場）
場　所

日　時

場　所

住吉区民センター 大ホール  　　　　　400名

共　催 一般社団法人ＬＧＢ．Ｔ
申込み 電話またはFAXにて住所、氏名、フリガナ、

連絡先（電話番号またはメール）をお知らせください。
メールの方はinfo@lgb-t.com（LGB.T）までお申し込みください。

内　容 ＬＧＢＴ啓発トークショー・音楽ライブ・パフォーマンスショーなど

定　員
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　「手話」をマスターして、聴覚障がいの方とコミュニケー
ションを図ろう！

令和4年4月13日～令和5年2月15日 毎週水曜日 午後7時～8時30分
住吉区民センター図書館棟2階 集会室（南住吉3-15-56）
区内在住・在勤・在学（高校生以上）の方で初めて手話を習う方
20名（多数抽選）　
無料（ただしテキスト代3,300円必要）　
大阪市聴言障害者協会　　　　　住吉区社会福祉協議会
往復はがきに住所・氏名・フリガナ・年齢・電話番号、
「手話初級コース受講申込」と記入して、3月18日
（金）までに区社協へお申込みください。
地域支援担当　☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

令和4年4月9日（土）、10日（日）
上記日程のほかに実習が1日あります。（全3日）
午前9時30分から午後5時３０分
長居小学校  多目的室
区内在住・在勤・在学の方、住吉区で就労する意欲のある方
中学生以上おおむね７０歳までの方
（すでに福祉分野で就労いただいている方はご遠慮ください）
20名（先着順）
5月14日（土）午後1時30分から区民センターにて、認知症サポーター養成講座
と修了式、職場説明会があります。
3月7日（月）から受付開始。
住吉区社会福祉協議会まで電話、FAXにて氏名、住所、連絡先、年齢、「知的障
がい者ガイドヘルパー養成講座申込」の旨をお知らせください。
地域支援担当　☎06-6607-8181　FAX：06-6692-8813

令和４年６月２６日（日） 午後1時３０分～4時３０分
住吉区民センター　大ホール

　「認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくるた
め、認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族を
見守り応援するサポーターを養成します。

①令和４年３月19日（土）
②令和４年３月２9日（火）
住吉区民センター
①集会室１　②集会室４
①②とも午後7時～8時30分
①20名 ②30名（多数抽選）
３月１７日（木）までに、電話・FAXにて、①氏名②年齢
③住所④電話番号⑤受講希望日、「認知症サポー
ター養成講座申込」の旨をお知らせください。
地域支援担当
☎06-6607-8181　FAX：０６-6692-8813

　点字を学び、視覚障がい者への理解を
深め、点字を広めるボランティア活動を
始めませんか？

令和４年５月１１日～７月１３日
毎週水曜日 午後1時30分～3時30分
住吉区民センター集会室２
（南住吉３-１５-５６）
※初回のみアトリエ工作室
点字に興味のある方、点字ボラン
ティアとして活動いただける方
１０名（多数抽選）
※参加いただけない場合のみ
　連絡します。
無料
筆記用具
ボランティアサークル アネモス
５月６日（金）までに、電話・ＦＡＸ・
ハガキで①住所②氏名③ふりがな
④年齢⑤電話番号、「点字教室申
込」の旨をお知らせください。
地域支援担当
☎06-6607-8181
FAX：06-6692-8813

　家族や家庭の状況はさまざまに異なっていて
も、家族を支える同じ立場だからこそ分かり合え
ることがきっとあるはず…。あなたの心の声を聴
かせてください。

◆ 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

◆ 住吉区社会福祉協議会  　　　
　 ☎06-6607-8181　FAX：06-6692-8813

相談
無料

参加
無料

参加
無料

参加
無料

予約制　認知症は早期発見・早期診断
が大切です。もの忘れが気にな
る方には簡単な認知症のチェックと血
圧測定を行います。お気軽にご相談く
ださい。

令和４年３月１８日（金）
午前１０時～正午
住吉区老人福祉センター
３階会議室北（遠里小野１-1-３１）
３月１日（火）から
住吉るるるオレンジチーム
☎０６-6115-8605
FAX：06-6692-8813

点字教室 受講生募集！ 全10回

手話奉仕員養成講座「初級コース」受講生募集！ 全40回

第８回 いきいきライフサポーター養成講座  全２回

認知症サポーター養成講座

受講者募集！ 家族介護への思い、悩み、経験…語らい、
わかちあえる場をご紹介します

ふらっと楽しむ“すみよし”の開催中止のお知らせ

知的障がい者ガイドヘルパー養成講座

第８回 社協フェスティバルのご案内

会長あいさつ

地域福祉功労者表彰

予告

講習を通じて、普段なかなか
知れない施設の仕事内容を直
接体験できるいい機会にして
いただけたと思います。

～就労につながった施設より～

～介護者支援ボランティア養成講座～  地域のためにあなたの力を！
もの忘れ出張相談
in 住吉区老人福祉センター

詳しくは下記までお気軽におたずねください。

２０２2

協　力

10年のあゆみを作成、配付しました。▶
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1面：社協フェスティバル／チューリップデイ２０２２／住吉区社会福祉施設連絡会　　２面：お花見マップ
3面：表彰関係／賛助会員・善意銀行／赤い羽根共同募金／あんしんさぽーと事業／ちーむオレンジ／災害時要援護者支援台帳／連携支援についての学習会
4面：講座・集い案内／脳トレクイズ／地図

Topics
トピックス

facebookで情報を発信しています。
住吉区社会福祉協議会 検索

社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会
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　

TEL ０６-６607-８１81 FAX
HP

０６-６692-８813
http//www.sumiyoshi-wel.net

編集・発行 

ホームページでも
社会福祉協議会の
活動内容をご確認
いただけます。

2022年

春号
No.
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MAP
花見編

決して花を採ったり、枝を折ったりしないでね

ゴミは各自で持って帰りましょう

シート等で無人の場所取りはやめましょう

バーベキューは指定された場所以外は禁止です

ペットにはリードを着用し、必ずフンの後始末をしましょう

賛助会員を募集しています！ 善意銀行にご協力をお願いします！
「だれもが安心して暮らせる、ひとにやさしい福祉のまちづくり」
　住吉区社会福祉協議会では、地域福祉活動への支援やボランティア活動の推進など、
区内のみなさまと共に安全で安心なまちづくりのために多種多様な事業を行っています。
活動趣旨にご賛同いただき、あたたかいご支援ご協力をお願い申しあげます。

賛助会員になられた方には
ステッカーを差しあげています。

　善意銀行では、みなさまからいただいた善意のお気持ち（金品・物品
など）を本会の活動や社会福祉事業などに有効活用し、地域福祉の推
進に寄与しています。

　善意銀行から「住吉区福祉ボランティア活動応援資金」として、
区内14のボランティア・市民活動団体に今年度240,000円を払
い出しました。子ども、障がい者、高齢者を支える活動、歴史や緑
化、居場所づくりなどさまざまな活動に役立てられています。

問合せ：地域支援担当　☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

個　 　人    １，０００円（１口）
法人・団体  １０，０００円（１口）

※口数に制限はありません。

【会費（年額）】
窓口・郵便振替にて受付ています。
郵便振替口座　00960-4-252992
加入者名：社会福祉法人　大阪市住吉区社会福祉協議会
問合せ：地域支援担当　☎06-6607-8181  FAX：06-6692-8813

【受付方法】

　赤い羽根共同募金は、地域の高齢者や障がいがある人、子どもたちな
どに対するさまざまな地域福祉活動を支える「じぶんの町を良くするしく
み。」です。今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けてイベント
や街頭募金の活動自粛がありましたが、地域のみなさま、区内の施設さま
等のご協力を賜り１０月～１２月の期間で8,963,559円の募金が寄せられ
ました。共同募金は、ご寄付いただいた市区町村で行われる福祉活動に主
に役立てられるほか、市区町村の中で解決できない課題などについては、
その一部が都道府県内の活動に活かされます。
　また、募金の３％は災害時にボランティア活動
のための準備金として積み立てられており、も
しもこの町で大きな災害があったときには、全
国から応援が届くしくみです。この町を良くする
ために、困っている人たちを支えるために、今年
度もみなさまの心温まるご支援ご協力に心より
感謝申しあげます。
　１月～３月までの期間はテーマ型募金として
「子ども食堂・居場所作り・学習支援」の支援を
テーマに募金活動が行われています。引き続き
みなさまのご協力よろしくお願いいたします。

　認知症・知的障がい・精神障がいなどにより判断能力が不十分な方を対象に、
福祉サービス等利用援助、金銭管理サービス及び預かりサービスを行っています。

•金銭管理サービス利用料 ・・・ １回９００円
　（市民税非課税者の方は１回６００円）
•預かりサービス利用料 ・・・ 年間３，０００円（月２５０円）
※生活保護受給者の方は、サービス利用料は免除となります。

講座を受けてサポーターになり、認知症の方ともっと一緒に活動がし
たい！認知症に関してもっとスキルアップしたい！と思われている方、いらっしゃ
いませんか？サポーターになられた後、ステップアップ講座を受講された方が、
認知症の方やその家族、関係者とチームを作り、その方に合った支援を行って
いくのが「ちーむオレンジ」です。誰もが認知症になっても住み慣れた地域で安
心して暮らせるまちづくりを一緒につくってみませんか？

　令和3年12月13日（月）大阪市立大学大学院
生活科学研究科 准教授 野村恭代氏をお招きし、
学習会を開催しました。ＣＳＷ（コミュニティソー
シャルワーカー）と生活自立相談窓口が連携して
支援した事例の紹介や野村先生には「いま、私たち
ができること～生きづらさを抱えた人の現状と支
援～」というテーマでご講演いただきました。

　生きづらさは社会との接点からうまれるものであること、地域住民の気づき
が予防のきっかけになることの大切さや、そのちょっとした気づきを専門職に伝
えることの大切さ、課題解決に向け地域住民と専門職が一緒に考え、取り組ん
でいる先進的な事例について学びました。改めて、参加者ひとりひとりが自分に
できることについて考える機会となりました。

　「災害時要援護者支援台帳」とは、災害発生時に避難する際、支援が必要
な方の名簿です。対象となる方へ登録意思を確認するための「登録申請書兼
同意書」を郵送していますので、封筒が届いた場合は、登録希望の有無を書
いて、必ず返送してください。その後、集約した情報をリストにして地域活動
協議会へ提供し、地域での“見守り活動”につなぎます。
　また、すでに登録をされ
ている方で、転居等で登録
時の内容に変更がある場合
には、「見守り相談室」まで
連絡をお願いします。

問合せ

問合せ

地域活動担当　☎06-6607-8181　FAX：06-6692-8813

問合せ

問合せ

「赤い羽根共同募金」だより

「生きづらさを抱えた人の現状と支援
～ＣＳＷと生活自立相談窓口の連携支援～」開催報告

あんしんさぽーと事業担当
☎06-6115-8150　FAX：06-6692-8813

地域見守り相談室　☎ ０６-4703-5806　FAX：06-4703-5807

「災害時要援護者支援台帳」への登録について　
令和３年度の対象者へ申請書を郵送しています！

区地域包括支援センター ☎06-6692-8803 FAX：06-6692-8813
問合せ 生活支援コーディネーター ☎０６-６６０７-８１８１　FAX：０６-６６９２-８８１３

「ちーむオレンジ」を一緒につくりませんか？

あんしんさぽーと事業
（日常生活自立支援事業）

まずは、お気軽にご相談ください！
相談員が事業内容を詳しくご説明させていただきます。

～たとえば、こんな困ったことはありませんか？～

福祉サービスは利用し
たいけど、複雑な手続きは
とても困難…。

計画的にお金の支払いが
できているか不安…。

福祉サービスの利用に
不安がある方へ

福祉サービスなどの利用支援

金銭管理サービス
金銭管理や支払い手続きの
代行をします

預かりサービス
通帳・証書類の紛失や盗難
を防止します

●令和３年度の共同募金配分金の収支

共同募金配分金収入   （円）

計

7,261,770

34,966

7,296,736

88,169

72,493

1,728,955

5,372,153

34,966

7,296,736計

配分予定事業　（円）

ご存じですか？

お花見ぶらり! 旅 in 住吉区

お花見での 守ってほしいマナー

　こんにちは。今回は、住吉区マップ第３弾「お花見ぶらり！プチ旅in住吉区」を作成し
ました！みなさんは、最近コロナの影響で外出を控えたり、寒くて家にひきこもったり
していませんか？コロナ禍でも気分転換や健康づくりができたらいいなと思い、お花
見を楽しむ散歩コースを、生活支援コーディネーターが紹介します♪マップには各お
花見スポットの最寄り駅から私たちが実際に歩いた歩数を掲載しています。ぜひ、足
を運び、春の日ざしを浴びませんか？
　私たち生活支援コーディネーターは、高齢者の「介護予防（健康づくり、居場所づく
り）」や「生活支援（困りごとへの助け合い）」のサービスの充実・高齢者の社会参加の
推進に取り組んでいます。

生活支援体制整備事業　- 事業紹介 -

　みなさんはサルコペニアという言葉をご存じですか？サルコペニア
とは、加齢による筋肉量の減少及び筋力の低下のことです。歩く速さ
と歩幅を意識すると予防につながります。目安は１秒で1メートル以上
歩くことです。また、目標歩数を決めて歩くこともおすすめです！
　健康長寿ネットによると、高齢者の平均歩数は年々増加傾向にあ
り、65歳以上では一日の平均目標として男性7,000歩、女性6,000歩
が掲げられています。

　今回ご紹介したスポットはいかがでしたか？ぜひ感想をお聞かせてくださいね！また、
これからの季節にみなさんのおすすめのお散歩コースやスポットなどがあれば、声をお
寄せください。他にもこんなマップを作成してほしいなどのご要望もあれば、ぜひおしえ
てください。お待ちしています。

【場所】サンヴァリエ東長居
【住所】長居東２-１４
【最寄り】東長居住宅バス停から
　　　　徒歩２分（約２４０歩）

【場所】神ノ木公園
【住所】帝塚山東５-３
【最寄り】南海高野線住吉東駅から徒歩５分（約４２０歩）
阪堺電気軌道上町線神ノ木駅から徒歩２分（ホームまで階段あり）

【場所】大阪府教育センター
【住所】苅田４-13-23
　　　（近くにスーパーマーケットあり）
【最寄り】苅田小学校バス停から徒歩4分
　　　　（約370歩）

【場所】浅香中央公園　　【住所】浅香１-６
【最寄り】地下鉄あびこ駅から徒歩１５分（約1200歩）
　　　　ＪＲ阪和線杉本町駅からも徒歩１５分

おすすめのお散歩コースやスポットを募集しています！
みなさんの

プチ

東包括圏域（長居・苅田北・苅田）
担当の中（あたり）です。

ぶらぶら歩
くだけで

いやされる
！

小さな公園
で

の～んびり
お花見

電車を眺め
ながら

歩く桜並木
は

風情たっぷ
りですよ～

♪

たっぷりコース

区包括圏域（遠里小野・山之内・依羅・苅田南）
担当の松井（まつい）です。

しっかりコース

北包括圏域（住吉・東粉浜）
担当の合田（ごうだ）です。

のんびりコース

【場所】願生寺
【住所】墨江4-15-15
【最寄り】南海高野線沢ノ町駅から
徒歩3分（私の短い足で約198歩）

西包括圏域（墨江・清水丘・南住吉）
担当の福家（ふくや）です。

ほっこりコース

熊野街道の
願生寺

大和川の方
へ少し足を

延ばすと

堤防の上の
桜並木も楽

しめますよ
♫

ライトアップ
された

夜の桜もス
テキですよ

♪

●❹
①から③まで散歩がてら、
続けて歩いてみるのは
いかがですか？

太陽の光を浴びて桜でほっこりしませんか？

生活支援コーディネーターからひとこと！

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！

駅前での募金活動

一 般 募 金

テーマ型募金

認知症サポーター養成講座を受講された方へ

こちらの
ピンクの封筒が
目印です！

サービス
利 用 料

◇ 市長感謝状
　 心フリー（ここフリー）

◇ ボランティア功労者表彰状
　 長居文庫

身体障害者福祉法施行70周年・
知的障害者福祉法施行60周年
大阪市記念大会

厚生労働大臣表彰

●❶●❷●❸

●❺

●❻

【場所】月江院
【住所】長居西３-８-４
【最寄り】南住吉2丁目
バス停から徒歩４分
（約３７０歩）

足元に気を
つけて

ご覧になっ
てください

ね♪

外から眺め
て

お楽しみく
ださい！！

高齢者福祉活動月間事業

学 習 支 援 事 業

地 域 福 祉 事 業

地 域 福 祉 育 成 事 業

地域・子ども食堂事業
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