
1面 2面空堀・桃谷ふれ愛まつり&
第12回中央区社協フェスタトピックス

Topics 心身障がい児へのクリスマスプレゼント！

入場
無料

雨天
決行

と　き 令和元年10月31日（木） 13：30～15：00

と　き 令和元年10月13日（日） 11：00～15：00
ところ 空堀桃谷公園、ふれあいセンターもも 他

申込み 電話・FAX （氏名・住所・年齢・電話番号をお伝えください。）
ところ 中央区役所７階 703・704会議室（中央区久太郎町1-2-27） 

対　象

と　き

ところ

定　員
申込み

10月26日（土）
１０：００～１２：００
ふれあいセンターもも ３階

「空堀・桃谷ふれ愛まつりでお楽しみ♪
  　　　  ～子どもたちの笑顔に囲まれて！！～」

「中央区社協フェスタでチャレンジ♪
  　　 ～ももが何をしているのか知ってね～」

飲食や縁日、舞台、抽選会も！
★エアーポリン、射的、くじ引きもあるよ。
★いろいろ楽しい祭りです！！ イッパイ遊んで！

スタンプラリーにレッツチャレンジ！
★館内のチェックポイントを回ってスタンプラリーを完成させよう！
★缶バッチやももっぴぃオリジナルカレンダーが作れるよ！

皆さんのご来場、心より
お待ち申しあげております！

大阪市中央区社会福祉協議会 
☎06-6763-8139　ＦＡＸ 06-６７６３-８１５１

中央区在勤・在住・在学の方
２５名（申込み先着順）
窓口・電話・FAX

「地域包括支援センター」は高齢者が安心して暮らせる
地域を目指して、住民の皆さまから様々な相談を受け
支援を行っています。支援から見える高齢者の方の困
り事や、取り組みについての活動報告会を開催します。
皆様ぜひお誘いあわせのうえ、ご参加ください。認知症を理解し、認知症の方やその家族を

支援する応援者になりませんか？

受講者にはオレンジリングを
渡すよ！

空堀・桃谷ふれ愛まつり&
第１２回   中央区社協フェスタ
「

」

今年は同日に開催！ 両方楽しんでね！

学びましょう！認知症のこと 参加費
無料

参加費
無料 地域包括支援センター

活動報告会認知症サポーター
養成講座を開催します

問合せ 中央区地域包括支援センター
☎06-6763-8139　FAX.06-6763-8151 
中央区北部地域包括支援センター
☎06-6944-2116　FAX.06-6944-2117

主　催
中央区地域包括支援センター／中央区北部地域包括支援センター／中央区役所

『ももっぴぃ』と一緒に撮影した
写真を貼ってラミネートするよ！

とってもかわいい！ ももっぴぃ缶バッチ

※当日急きょ内容を変更する可能性がございますがご了承ください。

☎06-6763-8139　FAX 06-6763-8151申込み･問合せは…

中央区
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【発行所】社会福祉法人 大阪市中央区社会福祉協議会　〒５４２-００６２ 中央区上本町西２-５-２５ ふれあいセンターもも　TEL:０６-６７６３-８１３９　FAX:０６-６７６３-８１51 

http://www.osaka-chuo-syakyo.jp

中央区社協キャラクター
ももっぴぃ

中央区社協HPに
リンク

facebookで情報を発信しています。

ももっぴぃフェイスブック 検索
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対　象

開催場所

締切り
定　員 申込み

問合せ 大阪市中央区社会福祉協議会 
☎06-6763-8139　ＦＡＸ 06-６７６３-８１５１

初めて受講される方で講座修了後、区内で活動できる方

１５名（先着順）

①③は、中央区ボランティア・市民活動センター
②は、中央子育て支援センター、中央区東老人福祉センター、
大阪市立南大江保育所（実習体験）

電話・ＦＡＸ
令和元年１０月３０日（水）

対　象

申込み

問合せ

締切り 12月6日（金）

大阪市中央区社会福祉協議会
（上本町西２-５-２５） 
☎06-6763-8139

子ども・子育てプラザでは、家族で参加できる体験講座やプラ
ザ外で子どもと参加できる出張ひろばをおこなっています。
プラザに来館することが難しい地域にお住いの親子の方も
ご利用いただけます。

乳幼児などの子どもとの接し方や、救急方法など、子育て支援
ボランティアとして活動していく上で、知っておきたいことを
３回にわたって学びます。
子どもが好きな方、子育て経験を活かしたい方、これを
機に新たなボランティア活動を始めてみませんか？

子育て支援ボランティアは、保護者の方が区役所、子育て支援センター、子育てプラザ
などの子育てに関わる講座やイベントに参加している間に、子どもの見守りや一緒に
遊ぶボランティア活動です。

善 意 銀 行

賛 助 会 員 募 集 中央区社協は区民の皆さまと共に福祉のまちづくりを目指し、ご賛同いた
だける方を会員として募集し、地域福祉の推進に取り組んでいます。

１０月１日（月）から全国一斉に共同募金運動を実施し
ています。皆さまの善意で寄せられた募金は、中央区
社協にも配分され、さまざまな社会福祉事業に活用し
ています。どうぞご理解・ご協力をお願いします。

郵便局でもお振込いただけます（通常払込加入者負担）
００９１０‒６‒７９４４８
社会福祉法人大阪市中央区社会福祉協議会

個　 　人 １，０００円（１口）
法人・団体 １０，０００円（１口）

※口数は何口でも結構です　

皆さまのあたたかい
ご支援をお願いします

区民の皆さまからいただきましたご寄附は、区内のボランティア活動支援や車椅子の貸
出事業などの在宅福祉や地域福祉活動に活用させていただいています。
※社会福祉法人への寄附は税法上の寄附控除の対象となります。

※この広報紙は、共同募金分配金により助成を受けて作成しております。

問合せ

中央区
東老人福祉センター
農人橋1-1-6
☎06-6941‐7719

問合せ

中央区
南老人福祉センター
島之内2‐12‐6
☎06-6213-2172

（高架 阪神高速道路）
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おとしより
健康センター

島之内図書館
中央会館

東 南
と　き

ところ

〈お茶席〉
11月13日（水）10：00～14：30
〈作品展〉
11月13日（水）10：00～15：00
11月14日（木）10：00～14：00
〈発表会〉
11月15日（金）１０：００～１6：3０

中央区
東老人福祉センター

と　き

ところ

〈作品展など〉
10月24日（木）１０：００～１6：００
10月25日（金）１０：００～１5：００
〈歌謡教室発表会〉
10月24日（木）１1：００～１6：00
〈演芸発表会〉
10月25日（金）１0：００～１6：00

中央区
南老人福祉センター

中央区内にお住まいで、身体障害者
手帳１・２級、または療育手帳「A」の交
付を受けている、平成１3年４月１日
以降に生まれた児童

窓口・電話
（住所、お子さまと保護者の方の氏名・生
年月日・電話番号・身体障害者手帳または
療育手帳の番号をお伝えください。）

対　象

と　き

ところ

定　員

問合せ

令和元年11月14日（木）
１1：００～１1：3０
●ロディを使ったおやこ体操
11:40～12:00
●サーキット遊び

もりのみやキューズモール 
１階BASEパーク

中央区子ども・子育てプラザ（中央区島之内2-12-6）
☎06-6213-2171

歩き始め以上の乳幼児とその保護者
おやこ体操30組（当日先着順） 
※サーキット遊びは定員なし　

対　象

と　き

ところ

定　員

令和元年11月30日（土）
１1：００～１2：00　
ふれあいセンターもも ３階
７か月までの乳児親子
15組（事前申込制、先着順）

申込み 11月9日（土）
9時より受付開始

日　程 講　師内　容

子育て支援ボランティアについて
１１月６日（水）
１３：00～１６：30

①

１１月１３日（水）
１３：00～１６：00

②

中央区社会福祉協議会
地域支援担当

中央子育て支援センター
乳幼児の遊び 保育士　李 恵子

子どもとのコミュニケーション
（絵本読み聞かせ）

絵本の会 島之内
代表　釣島 恭子

保育所の子どもとふれあい（体験） 大阪市立南大江保育所

１１月２１日（木）
１３：00～１６：00

③

子ども・子育てプラザについて 中央区子ども・子育てプラザ
マネージャー

先輩ボランティアとの交流会
ボランティア体験談
ボランティアグループ紹介

先輩ボランティア

子どもの病気・事故 中央区南医師会
小児科医　田中 祥介

普通救命救急講座Ⅲ
（心肺蘇生、AEDの使い方など） 中央消防署

赤 い 羽 根 共 同 募 金
１０月１日（月）～１２月３１日（火）１０月１日（月）～１２月３１日（火）

※おやこ体操の整理券は10:45～配布します。

出張出張ひろば

心身障がい児への
クリスマスプレゼント！

子育て支援ボランティアってどんな活動をするの？

参加費
無料

申込
不要

申込
不要

どなたでもお気軽に鑑賞、観覧へお越しください。

重度の障がいがある子どもたちに、
クリスマスプレゼントをお贈りします。

プレゼントは図書カードです

中央区子ども・子育てプラザ 　

“おやこdeロディと遊ぼう” “パパも一緒に
 ねんねの赤ちゃん講座”

「子育て支援ボランティア講座」

☎06-6763-8139　FAX 06-6763-8151申込み･問合せは…

雨天
中止
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