平成

ボランティアビューロー

ボランティア登録数

●個人…197人

●グループ…29団体
（417人）

ボランティア活動・援助希望に関する相談件数…54件

ボランティア活動件数…826件
（延べ活動人数…3,539人）
※個人からの援助依頼は、
ボランティアビューロー通信にて
広く募集をしています。

●啓発・広報活動
ボランティアビューロー通信の発行や区社協だよりへの掲載、
ボランティ
アビューローベストの貸出などのほか、福祉やボランティア活動について、
啓発や広報を目的として以下のような各種啓発事業を開催しました。
区民まつりの参加…区社協パネル展示、
ボランティア連絡会のＰＲ
●9月9日 ●体験者数…206人 ●ボランティア数…25人

おもちゃ図書館事業…月2回
障がいを持つ子どもたちがおもちゃで遊びながら交流し、保護者
同士の情報交換の場を提供しています。
●参加者数…延べ150人
●ボランティア数…延べ20人

●ボランティアの養成
点訳ボランティア養成講座
（「点訳ボランティアサークルつるみ」
が主催）
点訳の基礎知識と点訳ボランティア活動についての講座を開催。
●５月12日〜７月14日の毎土曜日
（１０回）
●受講者…延べ50人
精神保健福祉ボランティア養成講座
（「精神保健福祉ボランティアグループひつじぐさ」
が主催）
精神障がいについて学び理解を深め、精神保健活動を支援するボラン
ティアの養成を目的とする講座を開催。
●10月24日、27日、31日 ●受講者…延べ37人

ボランティアグループの交流と情報交換
ボランティア連絡会研修会
●２月1日 ●参加者…27人「災害時に役立つ携帯の使い方講座」

〒538 - 0051 鶴見区諸口5丁目浜6 -12 鶴見区在宅サービスセンター内

ボランティア市民活動行事保険…３44件
（9，
650人）

横堤

見

今福鶴

ボランティア活動は自分なりの小さな動機があれば特別なものがなくても始めることができます。今、
自分にできる事
を普段の生活の中から考えてみませんか？ボランティア活動に関心を持たれた方はお気軽にお電話ください。

子ども・子育てプラザ

× 交番

放出

賛助会員募集のお願い
鶴見区社会福祉協議会では、共同募金配分金や各種補助金のほか、寄付金・会費等により
事業を実施しています。会費の使途としましては、半額を会費振込手数料、区在宅サービス
センター維持管理等に、半額を高齢者・見守り活動やサロン活動、子育て支援などの福祉事
業に活用させて頂いています。これまでに、多くの
区民の皆さまや会社などの法人の方々に賛助会員
となっていただいておりますが、さらに充実した活
動を展開するため、広く会員を募集しています。一
人でも多くのご支援をお願いします。
☆すでに賛助会員としてご協力いただいている
皆さまには、直接、会費納入のご依頼を送付さ
せていただきます。

加入者名

●法人・団体会費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・1口 10,000円
（口数は何口でも結構です）

者

名

和昭

宮本
野上

勝
和信

鶴見幼稚園保育会
立正佼成会

明るい社会づくり運動

大阪城東ほんわかネットワーク
大阪市社会福祉研修・情報センター

総額

４１６,３００円

大阪大学
匿名 １名

（物品寄付を含む）

組織構成会員会費、賛助会費など
硬貨募金・善意銀行など
市・市社協からの補助金
市社協からの助成金
市からの事業委託金
事業実施における利用者負担収入等
共同募金配分金
デイサービス・新予防給付プラン等介護報酬収入
公衆電話利用料収入等
預金利息

収入の部

合計 304,175,875円

×交番

鶴見区社会福祉協議会
（鶴見区社協）
は、区民の皆様を始め、保健・医療・福祉などの関係機関や、
各種団体が集まって構成されている民間の福祉団体です。
「安心して安全に暮らせるまちづくり」
をめざして、地域で抱えるさまざまな福祉の課題を地域
全体の課題ととらえ、それらを解決するためにみんなで考え、話し合い、協力して解決を図っていくこ
とを目的としています。

鶴見消防署
今津出張所
JR学研都市線



ごあいさつ

島田 堅太郎

平素、みなさまには、鶴見区社会福祉協議会にご支援、
ご協力を賜っておりますことを心からお礼申
しあげます。当会は昭和49年7月に創立されて以来、誰もが「安心して安全に暮らせるまちづくり」に取
り組んでまいりました。
また、
「自分たちのまちは自分たちで守る」を合い言葉に立ち上げた、青パトの名称
で親しまれています、青色防犯パトロールの活動も9年目を迎えました。これからも、地域の各種団体を
はじめ、みなさまとともにこの鶴見区がより明るく、
より住みよいまちになるよう頑張ってまいりたいと存じます。
鶴見区社会福祉協議会
何卒よろしくお願い申しあげます。
会長 木村 武史

①人件費支出 ········································ 139,504,878 職員人件費等
②事務費支出 ···········································11,354,529 事務費・センター管理費等
③事業費支出 ···········································49,172,569 事業運営費
④分担金支出 ····················································20,000 会費分担金
⑤助成金支出 ···········································13,564,443 各種団体への助成
⑥負担金支出 ············································· 4,006,002 出向職員負担金等
⑦固定資産取得支出及び繰入支出 ········· 2,423,675 車輌等事業にかかる備品

「ひきこもり」
ってなぁに？
身近な人に
「ひきこもり」
がいてどうすればいいのだろう？と思われたことはありま
せんか？当事者性を大切にしながら、在宅ワークや居場所づくりなどの
「ひきこもり」
への支援をされてきた方を講師にお招きし、
「ひきこもり」
について学び、考えます。
みんなで一緒に
「ひきこもり」
への関わり方を考えましょう！
日 時
場 所
対 象
内 容

⑧積立預金積立支出 ································· 7,500,576 建物修繕等積立金
⑨次年度繰越金 ·······································76,629,203

支出の部

合計 304,175,875円

青色防犯パトロール車



〜親が、まわりの人ができること〜

鶴見区社会福祉協議会

①会費収入 ···································· 1,709,000
②寄付金収入 ································ 5,887,786
③経常経費補助金収入 ··············63,925,279
④助成金収入 ···································· 556,000
⑤受託金収入 ······························93,673,040
⑥事業収入 ···································· 1,033,940
⑦共同募金配分金収入 ················ 8,187,101
⑧介護保険収入 ··························62,147,470
⑨雑収入············································ 178,692
⑩受取利息配当金収入 ················ 1,775,228
⑪前年度繰越金 ··························65,102,339

4

託
宮城

皆さまからのご寄付は、善意
銀行運営委員会にておいて審
査し、地域福祉の向上のために
活用させていただきます。

社会福祉法人
大阪市鶴見区社会福祉協議会
00930-2-83525
※年間を通じて受付をしています。

預

たくさんのご寄付をいただ
き、ありがとうございます。

口座番号

●個人会費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1口 1,000円

平成24年度決算報告

直接窓口へお越しいただくか、郵
便局の下記口座へお振込みをお願
いいたします。
（振込用紙に住所・お
名前・電話番号をご記入ください）

善 意 銀 行

平成２４年４月１日〜平成２５年３月３１日
（順不同・敬称略）

社会福祉協議会ってどんなところ？

庵

●開館時間／午前9時〜午後5時
（日祝休館）

徳

鶴見区ボランティアビューロー 306 - 6913 - 7070 506 - 6913 - 7676

×交番

寝屋川

×交番

×
交番

交番×

鶴見区役所
鶴見区保健福祉センター

鶴見はなぽーと
ブロッサム

中央環状線

鶴見消防署
老人福祉センター
鶴見警察署
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（全１０回）
平成２５年度に予定しているボラ ❶点訳ボランティア講座（主催：点訳ボランティアサークルつるみ）…５月〜７月
ンティア講座や広報啓発の主なも ❷区民まつりへの参加…9月
❸ボランティアビューロー通信の発行…6回発行予定
のは次のとおりです。

ボランティア活動をしてみたい！ボランティアの支援がほしい！
⇒そんな時はボランティアビューローにご相談ください。

ボランティアに関するお問い合わせは

地

今年度の予定

地

緑

見

鶴

鉄

下

×交番

「ビューロー」
とは、
「事務所」
「拠点」
という意味で、ボランティア
活動に関するさまざまな情報を発信し、相談や支援を行ってい
る窓口です。

http://www.tsurumi-kushakyo.or.jp/

真

門

鶴見緑地

ボランティアビューローってなに…？

51号

鶴見区社会福祉協議会

鶴見区マスコットキャラクター
「つるりっぷ」

●ボランティア保険の受付
ボランティア活動保険…165件
（１，
432人）
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鶴見区社

エンディングノート講座

登録ボランティアに向けてボランティア活動募集などの
情報提供

2013年8月

大阪市鶴見区社会福祉協議会 106 - 6913 -7070 506 - 6913 -7676

【編集・発行】 社会福祉法人

エンディングノート講座
今までを振り返り、
これからの自分をさが
し、考える機会になるようにとエンディン
グノートを作成する講座を開催。
●3月14日
●受講者…20人
●講師…NPO法人ニッポン・アクティブ
ライフ・クラブ代表 早野 矢須男 氏

●活動支援
ボランティア連絡会の開催…月1回

だ
鶴見区社協 より

道
車
動
自
畿
近

り
だよ

年度1年間に鶴見区ボランティアビューローへ届いた相談や活動を報告します︒
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Tsurumiku Council of Social Welfare

●依頼・需給調整

講 師

9月20日
（金）
、27日
（金）
いずれも午後1時30分〜3時
鶴見区在宅サービスセンター3階会議室
身近に
「ひきこもり」
の人がいる人
9月20日 「ひきこもり」
について知る
9月27日 「ひきこもり」
への関わり方について考える
NPO法人 わかもの国際支援協会 代表理事 横山 泰三氏

問合せ・申込み 鶴見区社会福祉協議会

306-6913-7070

この広報紙は、共同募金配分金の一部を利用して作成しています。

笑うことでリラックス そして気分上々
笑いのプラス効果は、NK細胞を活性化してからだの免疫力アップ、
血行促進や記憶力アップといろいろあります。まずは、一緒に笑いましょ!!
日 時 ９月１２日(木)

午後１時３０分〜３時
場 所 鶴見区民センター 小ホール

定 員 200人
（先着順）

内 容

1部〈講談〉

旭堂 南鱗

３代目旭堂南陵に入門し、
1 9 8 8 年に真 打に昇 進 。
南鱗 を襲名、活躍中。

2部〈落語〉

笑福亭 学光
笑福亭鶴光の一番弟子で
ラジオを中心に活躍中。

【主催】大阪市鶴見区社会福祉協議会／鶴見区高齢者の生きがいと健康づくり総合推進会議／鶴見区地域包括支援センター連絡会

問合せ 鶴見区社会福祉協議会

306-6913-7512
1

