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みんなおいでよ!

第2回

中央区社協フェスタ

プログラム

※一部手話通訳があります

ふれあい
喫 茶
(ミニ音楽会を開催)

手作り
コーナー

バルーン
アート

腹話術

とき

ところ

認知症
予 防
など、
楽しい催しが
いっぱい！

平成21年

12月13日（日）午前11時〜午後2時30分
ふれあいセンターもも

有料

飲食コーナー
みたらしだんご
やきそば
フライドポテト

（中央区在宅サービスセンター）
地下鉄「谷町六丁目」駅から徒歩5分

入場無料 駐車場がありませんのでお車での来場はご遠慮ください。

中央区にお住まいの、在宅で寝たきりの高齢者や重度の障がいのある方
など、常に寝具を清潔に保つことができない方を対象に、ふとんの丸洗い乾
燥サービスを行います。
ご希望の方は下記要項をご確認のうえ、お申し込みください。
なお、初めて申し込みされる方には、ご自宅にお伺いしてご説明致します。

実施方法
業者が直接ご自宅に伺いふとんを
回収し、約1週間お預かりして、洗
浄・殺菌した後、返却します。

ご利用対象

申し込み方法

常に寝具の清潔保持が困難な、おおむね65歳以上の高齢者もしくは
重度の障がいのある方で次のいずれかに該当する方
＊寝たきり・一人暮らし・高齢者のみの世帯等
＊ご家族と同居されている方は原則ご利用できません

利 用 料

掛ふとん 敷ふとん
200円 200円

毛

布
80円

ふとん返却時に徴収しますのでご準備をお願いします
（一人あたり 掛ふとん・敷ふとん・毛布 各1枚まで）
＊同一種類を複数申し込むことはできません ＊貸ふとんは、掛・敷各1枚200円です

●お 申 し 込 み・
お問い合わせ

実施予定日

電話もしくは来所でお申し込み下さい

☎ 06−6763−8139

回 収：平成22年 2月 15日(月）〜2月20日(土）
返 却：平成22年 2月 22日(月）〜2月27日(土）
申 込 期 間
〜 平成22年 1月16日(土）
平成21年12月14日(月）
＊申込〆切後の変更はできませんのでご注意ください

中央区社会福祉協議会

TEL： 06−6763−8139

〒542- 0062 大阪市中央区上本町西 2−5−25
ふれあいセンターもも（中央区在宅サービスセンター） FAX： 06−6763−8151

中央区東老人福祉センター

〒540-0011 農人橋1−1−6

スタンプ
ラリーも
あるよ

中央区南老人福祉センター

☎ 06−6941−7719

〒542-0082 島之内2−12−6

老人福祉センターは、地域の高齢者（60歳以上の方）が健やかで明るい生活を営むために必要な
生活相談等に応じるとともに、健康の増進、趣味･教養の向上、様々なグループ活動・同好会運営の
支援及びレクリエーション等の開催、老人クラブの育成･援助などを行います。

サークル・同好会などのご案内
書道、煎茶、リサイクル、押絵、民踊、絵画、
俳句、遊歌、生花、編物･手芸、フラダンス、
詩吟、歌謡、民謡、謡曲、木版画･はがき絵、
なつメロ、健康太極拳、社交ダンス、カラオケ、ほ
のぼの会、演歌体操、囲碁、ふれあいの友、ふれあ
い喫茶、ボランティア、ヨガ、オカリナ、リメイク

東

■開館日時

月曜日〜土曜日
午前10時〜午後5時

■休 館 日 日曜・祝日・年末年始

民謡、民踊、手芸、詩吟、歌謡、水墨花のは
がき絵、フォークダンス、卓球、囲碁将棋、
絵画、カラオケ、懐メロ、社交ダンス、刺繍、
書道、陶芸、コーラス、みなみ健康体操、大正琴、
癒しの呼吸法とヨガ、健康体操ひまわり、健康太極拳

南

各種発表会、季節行事、健康教室、社会見学など老人福祉センターの行催事に奮ってご参加ください！

※この広報紙は、共同募金配分金より助成を受けて作成しています

☎ 06−6213−2172

※詳細は各センターにお問い合わせください。
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ビューローとは「事務所」という意味で、ボランティア活動に関す
る総合相談窓口です。専属のボランティアコーディネーターが相談
をお受けいたします。ボランティアをしてみたい人、
ボランティアさん
に来てもらいたい人、ボランティアに関する情報が欲しい人等ボラン
ティアに関することは何でもコーディネーターにご相談ください。

ボランティア
ビューロー
とは

インターネット安心講座 無料

フィランソロピー懇談会

〜 インターネットを安心して使うために 〜

10月18日の中央区民まつりに、中央区社会福祉協議会のブース内

最近はボランティア情報等もパソコンや携帯電話のインターネッ
トを使って簡単に検索ができたり、生活の中でもインターネットを
使う機会が多くなってきているこの頃です。しかし、インターネッ
トの事をどれくらい知っているでしょうか？中央区ボランティア
ビューローではインターネットをより良く知り、安心して使うこと
ができるようにインターネットについて一緒に学ぶ講座を開催しま
す。ご興味のある方は、ぜひご参加ください。
日
場

第33号

で中央区フィランソロピー懇談会（略称CFK）が参加しました。午
前中の「クイズに答えてお菓子のつかみ取り」は、とても好評で、
子どもから、高齢者まで、CFKにちなんだクイズに一生懸命に答え
た後、わくわくした表情で、お菓子をつかみ取りしていました。ま
た午後からは「CFK限定福袋」のチラシを持参して、各種団体の
ブースをまわりCFKのアピー

時：12月16日（水）13時〜15時
所：大阪 市中央区社会福祉協議 会

ルを通して色々な人たちと交
流をもち、新たな出会いの場

（中央区上本町西2−5−25 ふれあいセンター もも）

になりました。地域の皆さん

主
催：中央区ボランティアビューロー
共
催：NPO法人 GIS 総合研究所
協
力：市民フォーラムおおさか 09 実行委員会
定
員：30名（多数抽選）
申 込 み：電話またはFAXにて（中央区社会福祉協議会）までお申込みください。
締 め切り：12月4日（金）
お問い合わせ：中央区社会福祉協議会
ふれあいセンター もも（担当：西川）
☎06−6763−8139 FAX：6763−8151

と一緒に楽しい時間を過ごす
ことができ、CFKのメンバー
さんも大満足された一日とな
りました。

地域に根ざした企業の社会貢献活
動について考えることを目的に集まっ
ている企業や団体の集まりです。
中央区社会福祉協議会は、CFK
の事務局を担っています。

上町中学生のボランティア
毎年恒例になっている、空堀桃谷ふれ愛まつりが10月4日に開
催されました。今年も上町中学の生徒30人がボランティア活動に
参加し、フライドポテトコーナー・ニュースポーツコーナー・会場
整理・アトラクションなどのお手伝いに汗を流していました。校長
先生、教頭先生、先生も参加され
子ども達と賑やかにお祭りを盛り
上げておられました。とりわけ今
年は上町中学がリフティングコー
ナーを担当したことで、たくさん
の上町中学の生徒や地域の小学生
が参加され、例年にもまして大盛
況でした。暑い中でのボランティ
ア活動でしたが、一生懸命活動し
ていただいた生徒の皆さん、お疲
れ様でした。桃谷地域の皆さんも
とても喜んでおられました♪

ひとりごと

ターの
タ
ーの

前回の中央区社協だより32号
で、中大江地域での食事サービ
スボランティアを募集したとこ

ろ、「活動してみたい」とある女性の方から連絡をいただき
ました。現在、彼女は中大江地域食事サービスのボランティアとして
活動しています。引越ししたばかりで、全く地域の事がわからず、自
分の住んでいる地域をもっと知りたいと思った事が活動のきっかけ
だったようです。彼女のようにボランティア活動は意外と身近にある
ものです。自分の住んでいる地域でボランティア活動することに興味
のある方はぜひ一度ボランティアビューローに相談にきてくださいね。

ʟɼʍĜʫʑʓˋʗĜ
〜介護保険サービス〜
送迎・入浴・昼食サービス、その他介護サービスはもち
ろんですが、同様に一番趣向を凝らしているのがレクリエ
ーションです。物忘れ防止、転倒予防、頭を使うゲーム、
お友達を作り、時にはボランティア
の方をお招きし、
ワイワイガヤガヤ
とアットホームなデイサービスです。
☆7月より要支援の方もご利用出来る
ようになりました。

【お問い合わせ】

中央区社会福祉協議会 ☎ (06) 6763-8139 担当：藤岡

౺ߤૅܧळ༯ʍĜʫʑ
〜600円(収入により減額措置があります)〜
調理が困難で、買物にご不自由されている、独居・高
齢者世帯の方に見守りをかねて栄養バランスのとれた昼食
を提供しています。

【お問い合わせ】
かばしま

中央区社会福祉協議会 ☎ (06) 6763-8139 担当：樺島

❹

介護予防事業のご紹介（閉じこもり等予防事業）

介護予防事業はこの他に
①ここから教室
（栄養改善事業）②かみかみ教室
（口腔機能向上事業）

な
ご
み
教
室

ミュージック・
ケアを体験
しました。

にか

③もも健康運動教室（運動器の機能向上事業）があります。
介護予防事業に参加するには、生活機能評価の受診が必要です。
ふれあいセンターももでは、
地域の会館（老人憩の家など）
をお
かりして、月一度レクリエーションをはじめ多彩なプログラムで皆
さまと一緒に楽しい時間を過ごしています。
現在実施している地域を下記にご案内しています。ご興味のある
方、見学ご希望など、詳しくはももまでお問い合わせください。

津軽三味線で民謡を
一曲覚えました。

ちゃごちゃ
アコーディオン
の生伴奏で歌
いました。

んなで

お問い合わせ先
☎ 6763-8139
担当：松江・水戸
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カサブランカのつどい
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実施曜日

第一火曜

第一水曜

第一木曜

第二火曜

第二水曜

第二水曜

第二水曜

第三水曜

第三金曜

第四火曜

第四水曜

実施場所

中 大 江
校下センター

玉造会館

集
英
コミュニティプラザ

桃園会館

開始時間
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実施地域

桃谷会館

金甌会館

南船場会館

南船場会館

御

津

御津会館

東平会館

桃

園

