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［問合せ］ 鶴見区保健福祉センター保健福祉課保健活動　☎06-6915-9968 　　　                　   (平成30年12月現在）

「第２期 野菜づくりで 生きがいづくり
（男性シニア共同菜園ボランティア講座）」の報告

野菜づく
りで

生きがい
づくり野菜づく
りで

生きがい
づくり

2025年には団塊の世代の方が、すべて75歳以上を迎えます。住み慣れた地域でいつまでも元気に暮らせる
ように、高齢者の元気につながる「介護予防や生活支援」についての情報をお届けしております。

有償ボランティア派遣制度のご紹介

「地域包括ケアシステム」とは、日常生活圏域を単位とした地域で

自分らしい暮らしを続けることができるよう、住まい・医療・介護・

介護予防・生活支援が一体的に提供されるシステムのことです。

連絡先　鶴見区老人福祉センターまで　☎06-6912-3351

部屋の掃除、庭の草ひき、家具の移動、外

出の付き添いなど、どなたでもできる内

容のお手伝いをしています。
（※原則、介護保険サービス・障がい者支援サー

ビスなど公的なサービスが優先となります。）

年会費＝1,000円 ( 年度ごとに更新 )
●お手伝いして
　ほしい方は

●お手伝いを
　した方に

①会員登録

②お困りごとの相談

　　　受付

③お手伝いしたい会員に依頼

④当日

⑤活動　開始

こんな活動をしています

活動の流れ

料金設定　

利用料として1時間800円いただきます。
（1時間以降は30分単位で延長できます。）

謝礼金として1時間600円
　　　　　　　　　　お渡ししています。

コーディネーターも
同席します。

お手伝いをして
ほしい会員と
　お手伝いをしたい
会員の顔合わせ

お互い気を遣わず

楽しく活動しています。

あなたも得意を活か
して、支えあい活動
に参加しませんか？

第6号

トマト、キュウリ、
ナス、ピーマン、枝豆、
ジャガイモ、人参、
玉ねぎを栽培中です。

平成31年3月

▼

コーディネーター

医療

高齢者とそのご家族

ご自宅／高齢者向け住宅など 介護

介護予防・生活支援

『鶴見区アンサンブルつるみ合唱団』

住まい

地域団体・老人クラブ・ボランティア・NPOなどが実施

在宅系または施設・
住居系のさまざまな
介護サービスを提供

日常医療のかかりつ
け医や、歯科・薬局の
他、大病院での医療
サービスを提供

いつまでも元気に暮らすために…

病気になったら… 介護が必要になったら…

通所・入所通院・入院

　鶴見区内には、多様な主体によるサロン（つ
どいの場）があります。今回初めて、「サロン交
流会」を開き、お互いのサロンの紹介や、意見
交換をおこないました。
　「サロン（つどいの場）のチラシを、お互いの
サロン（つどいの場）に設置したり、情報提供
したりしていくことにいたしましょう！」と
いう話もできました。
　サロン（つどいの場）の実施グループ同士が
横のつながりをもつことで、地域の高齢者の
通いの場はもっと広がっていくと思います。

10月27日（土）13:30～15:00に鶴見区在宅サービス
センターにて、「サロン交流会」を予定しています。次回次回

☆60歳以上の方ならどなたでも大歓迎です。老人クラブの活動に興味のある方は、

報告

鶴見区社会福祉協議会　大阪市鶴見区諸口5浜6-12　鶴見区在宅サービスセンター内
TEL：06-6913-7070　FAX：06-6913-7676

発行

『地域活動協議会』

あなたも一緒に

活動して

みませんか？

　音楽監督髙谷光信先生のもと、2014年4月に結成・発足。

合唱の練習をして、鶴見区民センターで定期演奏会を開催。

　また、有志で月に１～2回、福祉施設へボランティア演奏

にも出掛けています。

社会参加社会参加社会参加
いろいろな場所で、いろいろな人と出会い、話をしたり、話を聞いたり、
歌ったり、体を動かしたりする事で、心も体もますます元気になります！
そこで今回は、皆で一緒に楽しく活動されている団体をご紹介します。

同じ地域の人と顔
見知りになれるし、
交流できる機会に
もなるわね！

『ふれあい喫茶』や、季節
ごとのイベントが
いろいろあるわね。
一緒に参加しましょう！

鶴見区

第4木曜日 14:00～15:30
ヘルスコープおおさか本部ビル1階
（鶴見3-6-24）
どなたでも。
（認知症や介護の相談もできます。）
100円（飲み物・お菓子代）
TEL.06-6914-1100

第2木曜日 15:00～17:00
サービス付き高齢者住宅
「庵つるみ」1階（安田2-3-39）
どなたでも。（日程変更の場合もある
ので、事前にお問い合わせください。）
無料
TEL.06-4257-9992

・鶴見区役所
・鶴見区地域包括支援センター
・鶴見区西部地域包括支援センター
・鶴見区南部地域包括支援センター
・鶴見区社会福祉協議会

第1層協議体
で会議を開催

平成30年12月に区役所にて開催し、「第1層協議体」の
各種団体で情報共有や意見交換を行いました

＜発行・問合せ＞　社会福祉法人大阪市鶴見区社会福祉協議会
大阪市鶴見区諸口5浜6-12鶴見区在宅サービスセンター内　TEL.06-6913-7070　FAX.06-6913-7676

　小学校区など地域ごとにある豊かな「つながり」と「きずな」
を活かして、連合振興町会や地域社会福祉協議会などの地域団
体を中心に、まちの将来像や地域課題を共有し、「自らの地域の
ことは自らの地域が決める」という基本のもと、新しい地域社
会づくりを進める、自律的な地域運営の仕組みです。
　お近くの町内掲示板や、各地域活動協議会が作成している
広報紙・ホームページをご覧いただき、地域での様々な行事に、
ぜひご参加くださいね。

鶴見区社会福祉協議会のボランティアビューローに登録している
「ボランティアグループ」をご紹介いたします。

『ボランティアグループ』のご紹介

♪練習日時　原則として月4回（曜日不定期）18:45～21:00

♪練習場所　茨田南住宅第3集会所（鶴見区諸口1丁目12-8）

♪団　　費　あり（詳しくはお問い合わせください。）

♪問 合 せ　mail: ensembletsurumichorus@gmail.com　
　　　　　　TEL.090-3873-7835（田村）

鶴見区

ボラン
ティア

ビュー
ロー

「ふれあい喫茶・コミュニティサロン」情報（マップ）ができました！

今回は情報（マップ）の中の2カ所の　「サロン」を紹介します。

で元気を
保とう！

 社会参加 とは・・・社会における役割を見い出し、
生きがいを持って積極的に社会に参加すること。

鶴見区ボランティアビューローでは、個人
またはグループでボランティア活動でき
る方の登録を随時受け付けております。
詳しくはTEL.06-6913-7070まで

『コープカフェ・にじいろ』 『笑楽（わらく）カフェ』
開催日時
場　所

対　象

参加費
連絡先

開催日時
場　所

対　象

参加費
連絡先

設置
場所

「つどいの場の立ち上げを
してみたいなあ」、「つどい
の場として、少しの時間な
ら場所提供できるよ！」と
思っておられる方は、下記
までぜひご連絡ください
ね。

「人と楽しく交流でき
る場」が、身近な場所
で増えていくと、地域
での見守りの輪も広
がりますね。

高齢者の方々が住
み慣れた地域で元
気に暮らし続けら
れる「しくみづく
り」が必要ですね。

第1層協議体　鶴見区内の高齢者支援について情報共有し、
地域課題に対応した今後の資源開発の進め方等の意見交換を目
的とした、高齢者に関わる各種団体で構成された会議体のこと。

この情報（マップ）を手に取って見て、ぜひお出かけ先を増やし
てくださいね。
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