
粗品
進呈

令和４年７月２９日（金）
午後１時３０分～３時まで
住吉区老人福祉センター（遠里小野1-1-31）
５０名
無料
住吉区西地域包括支援センター
令和４年７月１日（金）～７月２１日（木）〈来館･電話可〉
令和４年７月２６日（火）多数抽選
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。

大阪公立
大学

大阪公立
大学

浅香中央
公園

（１）令和４年４月に大阪府立大学と大阪市立大学が統合しましたが統合後
の名称は？

　　① 公立大学大阪　② 大阪公立大学　③ 大阪総合大学
（２）住吉区役所4階に展示されているものは？
　　① 千石船の模型　② ナウマンゾウの足跡　③ みおつくしの鐘
（３）上住吉1丁目浄光寺の石の地蔵尊に何をかけて祈願する？
　　① 砂　② 水　③ 油
（４）外観がレトロな雰囲気でおしゃれな郵便局、懐かしい赤い丸型ポストが

おでむかえ。
　　① 住吉山之内郵便局　② 住吉沢之町郵便局　③ 住吉帝塚山郵便局
（５）墨江1丁目大歳社の拝殿右横の祈願成就を試す丸い石の名前は？
　　① おもかる石　② 願い石　③ みろく石
（６）文明2年庵をつくり牀菜庵（上住吉2丁目）と号した人物は？
　　① 蕪村　② 一休　③ 利休
（７）大阪と和歌山の三大社を結ぶ歴史ある参詣道の名は？
　　① 竹内街道　② 熊野街道　③ 長尾街道

クイズの答え・郵便番号・住所・氏名・年齢・電話番号・社協だよりへのご意見・ご感想を
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
「社協だより夏号 クイズ係」まで。
締め切りは令和4年8月31日（水）。当日消印有効。
当選者20名（多数の場合は抽選）の方にオリジナルレジバッグをお送りします。発表は
商品の発送をもって代えさせていただきます。

応募方法

前回の答え：スマイル

脳トレクイズ

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

「ボランティアだより」の郵送ボランティアさん募集中です！

毎月第1土曜日　午後2時～4時
住吉区おもちゃ図書館ぽかぽかふれんど活動中！

いつも「住吉区社協だより」をご愛読いただき誠にありがとうございます。
ご好評いただいておりましたクロスワードクイズを一新しました。リニューアルを記念
して今号では２題出題します。クイズ回答のハガキに添えられた、みなさまからの一言
メッセージは大変励みになっております。今後ともよろしくお願いします。
それでは、レッツ！シンキングタイムの始まり～♪

災害時用の備蓄品や貸出用の
車いすなどを保管しています。
災害時はここに本部を設置す
る予定です。

「暮らしの困りごと、どこに聞いたらいい
かわからない」「ボランティア活動してみ
たい」そんなときはここ！
１階でお気軽にご相談くださいね！

区内の
子ども食堂さんが
お野菜を
育てています！

入り口で牛乳パックを
集めています！

書道ボランティアさんが
毎月言葉を寄せてくださいます。

園芸ボランティアの活動の様子と地域の
方が寄付してくださった趣味の作品など
を展示しています。
※雨風にさらされてしまうので、掲示後は片づけ
させていただきますのでご了承ください。

展示スペースでは
色んな情報発信中！

日　時

定　員

場　所

参加費

共　催

申込み

発　表

問合せ

日　時

集合場所

定　員

対　象

参加費

申込み

問合せ

　住吉区社会福祉施設連絡会の公益的な取組みの１つとして、地域で福祉に
関わる人材育成のための事業を実施しています。
　福祉って具体的にどんな仕事？どんな人がいるのか？気になることが分か
るかも！「ちょこっと将来のことを考える」そんな機会にしませんか？

令和４年８月５日（金）・８月６日（土）
午前１０時～午後３時30分（ランチつき）
住吉区在宅サービスセンター（浅香１-８-４７）
施設の車に乗って、２～３カ所回ります
住吉区在住・在学の学生（高校生以上）
２４名（先着順・各日１２名）　
無料
７月７日（木）より受付開始
Googleフォームから申し込み　ご希望の日程をお知らせください。
地域支援担当
☎06-6607-8181　FAX：０６-6692-8813

クイズ（１）から（７）の正解の数字をたすと住吉区にある市立小学校の数に
なります。合計はいくつでしょう。

参加
無料

参加
無料

想像するより見に行こう！「福祉の職場見学ツアー」

悪質な被害にあわないために
　弁護士の先生が
　　わかりやすく解説します。

高齢消費者講座

住吉区ぶらぶら散歩クイズ

（１）次の南海電鉄の駅のうち一日平均乗降人数が最も多い駅は？
　　① 我孫子前　② 住吉大社　③ 帝塚山
（２）次の南海電鉄の駅のうち開業が最も古い駅は？
　　① 住吉東　② 帝塚山　③ 粉浜
（３）南海高野線「さわのちょう」駅の正しい表記は？
　　① 沢ノ町　② 沢之町　③ 沢の町
（４）大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)あびこ駅（梅田方面）２４：１１発はどこ行き？
　　① 千里中央　② 中津　③ 天王寺
（５）大阪市営地下鉄（現Osaka Metro)　長居駅の開業はいつ？
　　① 昭和８年　② 昭和３５年　③ 平成３０年
（６）JR西日本阪和線長居駅（開業時阪和電気鉄道）が開業した時の駅名は？
　　① 長居公園前　② 臨南寺前　③ 長居競技場前
（７）阪堺電気軌道全線1日乗り降り自由のフリーきっぷの愛称は？
　　① てくてくきっぷ　② エンジョイエコカード　③ トクトクきっぷ

クイズ（１）から（７）の正解の数字をたすと住吉区にある駅（阪堺電気軌道の
停留場を除く）の数となります。合計はいくつでしょう。

住吉区鉄道トリビアクイズ

ボランティア・市民活動
センターの掲示板

赤い屋根の掲示板  作品募集中

　　　　　毎月第３水曜日  午前１０時３０分～正午
　お花の手入れや雑草抜きなど（時々区内の高齢者宅へ出張します）

　交流スペースは情報発信や仲間作りを通じた学習の場、各種団
体やグループの打合せなどのつどいの場、市民活動やつながりづ
くりを応援する出会いの場です。
　書道や水彩画、折紙作品など、趣味や習い事の作品展示、パソ
コンや寄付で集まった本をご自由にご利用いただけます。ご利用
にあたっての予約、申し込みは不要です。天候の良い日にはウッド
デッキでゆったりする等、お気軽にご利用ください。

社協ガーデン

子ども食堂
に貸出中！

受講者募集！

オリジナルレジバッグをプレゼント！！

使用時：レジカゴにぴったり入る大きさ！
収納時：小さくたたんでポケット収納！
　　　  かさばらない！(タテ17㎝×ヨコ17㎝)

3F

2F
1F

●ボランティアルーム

●会議室

交流スペース ≪住吉区民センター 図書館棟 ２階≫

ボランティアの方々が畑を手入れしてくださっています！
（ろーたすの先生と子どもたちや地域の男性たちが活躍中！）

開催日時

開館日 時　間

園芸ボランティア活動をしています！

子育て中のみなさん♡
一緒におもちゃで遊びませんか？どなたでもお越しください。
素敵な出会いがあるかもしれませんよ

A B

（ABまたはAのみ・Bのみの応募可）

火・金曜日の週２回 午後１時～４時
※開館状況は社協ＨＰでご確認ください。

（参考：各社ＨＰ）
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社会福祉法人 大阪市住吉区社会福祉協議会
〒558-0021 大阪市住吉区浅香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 ０６-６６９２-８８１３
HP:http//www.sumiyoshi-wel.net

発 行

住吉区社協
住吉区社協
公式facebook

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。



詳細については、
本会ホームページで
公表しています。

　生活支援コーディネーターが熱～
い（？）男性

たちの活動をカメラに収めました！み
なさま、と

ても若々しくいきいきと活躍されてい
て、わたし

たちまで元気を頂いてきました！！

　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。活

動への参加や、新しく活動の場をつく
りたい等、

ご相談がありましたら是非ご連絡くだ
さい。

生活支援コーディネーター
☎06-6607-8181
FAX：06-6692-8813

問合せ

さぁ 夏本番ですね

ここにおいでよ！「学びとあそびの子ども広場」

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。

　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。

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

【受付方法】 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。

　本会では、平成３０年度より小学生を対象とした学習支援事業「学びとあそびの子ども広場」を
週に1回、開催しています。この活動は、良い成績を取るための学習支援ではなく、学習習慣を身
に着けることで日々の学習が楽しくなることや、信頼できる人間関係を作れるようになることを
目的として運営しています。
　地域の方々や大学生、高校生のボランティアが、学習支援（宿題の手伝いなど）や遊び相手、話
し相手になります。時には「学校・授業でのこまりごと」などがあれば、スタッフも一緒に力を合わ
せて“その子”にとって「わかる」「楽しい」を応援します。年に1～２回、レクリェーションの時間も
ありますよ！

　「テレビを見
て、外出もあま
りせず、誰とも
しゃべっていない」という生活が続くと、外に出ることがおっくうになってしまいます。活動することは、脳を活性化させ、筋力の維持や認知機能低下の予防にもなります。

●髪の毛は乱れないように
整える。

●服はシミやシワがない、
きれいな状態にする。

●外出をして人と会うこと
を心掛ける。

●健康に気を付けて、引き
こもらない。

●筋力が衰えないように、
軽い運動。

●酒、たばこは控えめで、食
後の口臭にも気をつける。

毎週土曜日　午前１０時～正午
（第５週目・お盆・年末年始は休み）
区民センター図書館棟２階（都合により変更の回あり）
小学３年生から６年生
（※低学年の方については別途ご相談ください）
１５名程度　　　　　　無料

　住吉区内では１4カ所で地域
や施設にて地域・子ども食堂が
取り組まれ、子どもの居場所作
りや学習支援なども実施され
ています。このような活動の支
援を目的に毎年10月1日より
全国一斉にスタートする赤い羽根共同募金運動終
了後の１月から３月の期間でテーマ型募金への取り
組みを始めて５年。令和３年度は３８，０２３円をお預
かりすることができました。皆さまの温かいご支援、
ご協力、ありがとうございました。

令和3年度 決算報告

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

　
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入
受託金収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
サービス区分間繰入金収入
前期繰越金
合　　　　　　　         計

収入計
1,202,000
307,711

63,994,736
266,694,172

17,898
380,000

96,424,260
1,000,833
2,958,219
42,043,561
126,724,748
601,748,138

（円）■収入の部
サービス区分（事業名）
法人運営事業
区地域福祉活動支援事業
善意銀行事業
共同募金配分金事業
地域福祉推進基金事業
社会福祉事業基金事業
地域見守り支援システム事業
生活困窮者自立相談支援事業
生活支援体制整備事業
生活福祉資金貸付事務事業
地域コミュニティ支援事業
あんしんさぽーと事業
介護予防教室事業
地域包括支援センター事業
介護予防支援事業
認知症初期集中支援事業
老人福祉センター事業
次期繰越金
合　　　　　　　　           計

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

支出計
12,241,955
56,935,782
244,144
7,296,736
165,275
255,522

46,163,903
29,731,218
22,366,640
13,782,333
198,000
694,000

11,049,514
110,897,943
93,850,103
14,278,037
20,197,480
161,399,553
601,748,138

（円）■支出の部

令和３年度
赤い羽根共同募金「テーマ型募金」
ありがとうございました！

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

参加費

問合せ

日　時

場　所

対　象

定　員

開催日時

開催場所

開催日時

開催場所

開催日時

開催場所

令和元年度
クリスマス会
サンタの登場に
プレゼントへの期待も高まり、
大いに盛りあがりました。

鳴子（なるこ）がすてきな楽器に
早変わり。無理なく腕も高々と
あがります。

のこぎり音を美しく奏でるには日々の修練。
未来の演奏家？

令和２年度
おたのしみ会
（ミュージック・ケア）令和３年度

おたのしみ会（のこぎり演奏）

みんなで健康大作戦みんなで健康大作戦みんなで健康大作戦みんなで健康大作戦
男性のみなさん！なにかを始めてみようかなと考えすぎる前に、
すでに始めている男性たちの元気な日常をご覧ください！

俺たちの

ルーティーンは

これだ！！

俺たちの

ルーティーンは

これだ！！

社協のイケオジ、Ｎさ
ん７５歳

いつまでも素敵でいたい！
！

まだまだ健康でいたい！

興味のあることから始めてみませんか？！

男性のための百歳体操in東粉浜 男性のための百歳体操in区在宅

６月スタート  手すきはがきづくり

頭脳タイトルマッチ

毎週火曜日
午前１１時～１１時4０分
東粉浜会館（東粉浜2-24-16）

毎週金曜日
①午後1時３０分～②午後3時～
住吉区在宅サービスセンター

毎月第２月曜日
午前１０時３０分～正午
住吉区在宅サービスセンター

「牛乳パック」を再利用して、
手すきはがきを作ります。
作品の一部は介護予防教室等へ
寄付させていただきます。

みなさん楽しく真剣勝負！！

月一回の奥さんとの
外食デート

NEW!!

グランドゴルフ

やろう会
社協ガーデン

ヤー！！

ビョョ
～ン♪

子ども見守り隊
いきいきふれんどサロン

飲まない 賭けない 吸わない

健康麻雀

ワクワク！！

区内の子ども食堂・
子どもの学習支援団体

への応援！！
もう夢中でやってます！

「やってみよう」＋「野郎」で楽しもう！
お日様がもったいない！
こんな日は！

早寝、早起きの習慣に！
毎回楽しみにしてます！

参加希望のお電話、
お待ちしています！

百歳 体操

筋力つけて、気分ウキウキリフレッシュ！！ 週一回の男子会です
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