
百歳体操
豊崎東地域活動協議会実施の「百歳体操」に豊崎東会館を
提供。

毎週月曜日
ＡＭ１０：００～１１：００

ふれあい喫茶

豊崎東地域活動協議会構成団体の１つ豊崎東ネットワーク委
員会と共催にて「くつろぎ亭」として開催。大淀寮裏庭を地域
に開放し、大淀寮通所スタッフとＯＢ会員、通所利用者が中心
にコーヒーを提供。地域住民の交流の場として、また施設入所
者と地域住民の方々との交流の場となっている。

毎週木曜日
（ＰＭ１：００～３：３０）

ゲストティーチャー

豊崎東小学校の授業に参加。施設職員がゲストとして招か
れ、授業をサポート。大淀寮としては長年ソフトボールの指導
を担当させて頂いている。その関係で卒業式など学校行事に
来賓として招かれている。

月２回　ＰＭ

食事サービス（会食）

豊崎東地域活動協議会構成団体の１つ豊崎東高齢者食事
サービス委員会実施の「食事サービス（会食）」に豊崎東会
館・会議室を食事場所として提供。また、会食の食事（20食）
については、大淀寮にて準備をし対応する。

月１回（第２木曜日）
ＰＭ１２：００～

食事サービス（配食）

豊崎東地域活動協議会構成団体の１つ豊崎東高齢者食事
サービス委員会実施の「食事サービス（配食）」に大淀寮のか
ら提供していた。各家庭に届けるための配給ポイントがあり、
地域のボランティアさんが、各家庭に配達。大淀寮ＯＢ会員が
施設から各配給ポイントまでを自転車で配達していた。地域の
ボランティアさんの高齢化により休止中。

火・水・木・金の週４回。
（ただし第２木曜は会食にて
の提供のため、配食は行わ

ず）

活動名 実施内容 実施時期・回数等

出張相談会

北区大淀地域包括支援センター実施の「出張相談会」に豊崎
東会館・事務所を相談場所として提供。また、介護分野以外
の相談にも対応していくため、大淀寮から支援員1名も相談会
に毎回参加し、施設で培った知識経験を基に、多様かつ複雑
な相談を整理することで必要な相談先に繋げている。平成27
年度より豊崎東地区の民生委員との合同会議も年3回実施予
定。北区支援課、北区社協、地域（民生委員）などからのよろ
ず作業（ゴミ屋敷片づけなど）の依頼にも必要に応じて対応。

月１回（第２木曜日）
１２：３０～１４：００

大淀寮・救護、大淀寮・更生

大桐カーニバル

毎年、地域連合町会が実施する夏祭りに参加・協賛するもの。
物品としてテントを供出し、設置及び撤収に職員及び利用者
が出て協力する。また、当日は定例として射撃遊びブースを
運営し、子供たちに好評を博している。

毎年、8月の二日間

公園清掃
所属する連合町会内の公園の清掃を入所者及び通所部利用
者が行うもの。清掃用具は一部施設より供出し、消耗品等は
公園管理者から提供される。

日祝及び年末年始を
除く毎日。

悪天候時は中止

Ⅲ　平成26年度各施設の社会貢献活動取組状況

活動名 実施内容 実施時期・回数等

地域安全パトロール
入所者及び通所部利用者が二人一組で自転車に「地域安全
パトロール」との札を掲げて、地区内を巡回し主に下校時の児
童・生徒の安全確保に助力するもの。

月～金の毎日実施。
但し悪天候時は中止

淀川寮・救護、淀川寮・更生



松之浜町子ども会

・毎月の定例会に出席
・季節ごとの行事手伝い
・地域連繋（東陽ふれあいフェスタお手伝い　等）
・古紙回収
・年末夜警
・地域清掃

毎月1回（8月は除く）
行事ごとに参加・その他

計３１回

助松寮

活動名 実施内容 実施時期・回数等

自主防災組織ネット松ノ浜
・防災施設見学会
（阪神・淡路大震災記念　人と防災未来センター）
・年末夜警

平成26年7月13日
平成26年12月29日
平成26年12月30日

計３回

まち・みどりの会

美章園公園で近隣の人に医療や介護、福祉の等の講演会を
共催している。介護の話や高齢者向けの、ストレッチをしてい
る。

10月後半の日曜日
13時から15時

ほっこり庵

文の里会館で阿倍野区社会福祉協議会主催で地域の子育
てをしている人から高齢者の人の困ったことの相談を受付け
心と体の休憩所を開催している。その相談をうけつけたり、介
護について話をする手伝いをしている。

毎月　第１水曜日
１０時から１５時

ふみのさと倶楽部

活動名 実施内容 実施時期・回数等

ふれあいモーニング喫茶

地域の高齢者を対象に喫茶で４階を開放している。
来館される方は毎月２０名程度ではあるが、ここで待ち合わせ
て月に１度おしゃべりをするのが楽しみと喜ばれている。

毎月　第２土曜日
１０時から１２時まで

芋ほり
豊崎東寿老会連合会開催の「芋ほり」に準備等で参加。地域
の未就学児中心に芋ほりを行ってもらい、地域の高齢者との
世代間交流活動の一環として実施。

毎年１０月に開催。

北区福祉ふれあいフェスタ

北区福祉施設連絡会の一員として北区福祉ふれあいフェスタ
実行員会に参加。実行委員会含め運営全般、事前準備・出
店・後片付けに参加。主催者の北区社会福祉協議会を中心
に北区内の福祉施設が出店や展示などを行い北区区民との
交流を図る。

毎年１１月頃開催。

豊崎東地域盆踊りカーニバル
豊崎東地域盆踊りカーニバル実行委員会の一員として参加。
開催場所である豊崎東小学校にて出店・準備・後片付け・場
内外警備などほぼ運営すべてにかかわる。

毎年８月頃の連続した２日
間（土日）開催。
事前準備・後片付けを入れ
ると連続４日間。

豊崎東敬老大会

豊崎東地域社会福祉協議会と豊崎東地域活動協議会共催の
「豊崎東敬老大会」に後援として参加。以前は法人として、共
催であったため法人理事長も来賓として参加して頂いている。
事前準備や片づけ、場内外整備に参加。

敬老の日に実施。

大淀寮・救護、大淀寮・更生

活動名 実施内容 実施時期・回数等

なにわ元気塾

北区社会福祉協議会　在宅サービスセンター介護予防担当
実施の「なにわ元気塾」開催場所として、豊崎東会館・会議室
を提供。地域の高齢者の方々の介護予防事業として体操やレ
クリエーションを実施している。

月１回（第２木曜日）
ＡＭ１０：３０～１２：００



地域清掃活動
「わが町キレイにし隊」

　自分たちの住む町を自分たちでキレイにしたいと思いで児
童と共に町のあらゆるところにオリジナルTシャツを着て清掃奉
仕出かけるボランティア活動。
　ただ清掃するだけでなく、町の中で出会う人々と笑顔で会話
する中、町を明るく笑顔にしていく活動。

月1回以上
夏休み、平日は毎日

退所児童学習支援
無料学習塾「ひだまり」

　H26年4月より地域に退所した児童を中心に地域の公民館を
貸りて民生委員・主任児童員と協働で学習塾を開室。
　学習するのはもちろんのこと、進学支援や不登校支援を行
う。また、こども達の居場所として地域と児童、家族がつながる
場所として提供。

毎週土曜日
13:30～16:30の間
H26年度計41回

退所児童学習支援調整会議
「ひだまり緑パワメント会議」

　学習塾「ひだまり」終了後、民生委員、主任児童員、区社協
の職員、学習ボランティア、学校の先生等、関係機関と共に、
ひだまり参加児童を中心にケース会議を行う。
　必要に応じて主任児童委員と協力して不登校児童家庭に対
して登校支援や家族が孤立しないよう予防的に家庭訪問を行
う。

2～3カ月おき
ひだまり終了後
H26年度計4回

年末夜警
地域の町会と防犯が連携した町内浄化を願った夜警に利用
者・職員とも参加する

12月27日（土）
12月28日（日）

東さくら園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

地蔵盆
当日手伝い

地蔵盆の期間中、町会の一員として職員が出店の当番をする
8月23日(土)
年一回

相川もちつき大会
準備手伝い

町会もちつき大会の前日準備（洗米、道具搬入）に職員が参
加

12月6日(土)
年一回

北さくら園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

相川南児童遊園の
清掃奉仕

施設近辺にある相川南児童遊園(公園)の清掃を、月1回地域
住民と共に利用者が行う

毎月第一日曜
年10回

泉大津市要保護児童対策地域協議
会

（ＣＡＰＩＯ）

・年２回の定例会に加え、総会に出席
・現在見守り・支援中の児童について情報共有
・居所不明児の対応について
・里親制度について　　　等

平成26年6月26日
平成26年7月23日
平成26年11月28日

計３回

泉大津市社会福祉協議会
地域貢献委員会

・泉大津市内にある１２の社会福祉法人代表者が集まっての
会議

平成27年3月6日
計１回

助松寮

活動名 実施内容 実施時期・回数等



あべのあんしん見つけ隊

阿倍野区SOSネットワーク事業
阿倍野区内で行方がわからない高齢者・障がい者等を地域ぐ
るみで見守り、早期に発見できるよう、関係団体の連携・協力
体制を構築し、行方不明者の安全と家族等への支援を図る。
行方不明者の写真等個人情報が入り次第近隣を見回り、発
見次第、関係機関に連絡、保護する。
※協力施設として登録している。

事案発生に伴い随時

地域安全見守り活動
「中本校区下校児童見守り隊」参加

　中本校区の小学生が下校時の安全に下校することを見守る
ため、その一員として見守りスタッフジャンパーを着て参加す
る。

毎週木曜日
児童下校時間

南さくら園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

地域母子支援事業
「東成区母と子の共励会」に参画

　毎月の会議に職員も参加して、地域母子の支援の向上に努
める。区民祭りでは、共励会の出店に職員もスタッフとして手
伝う。

毎月1回

学生ボランティアの受入・育成
　通年を通して積極的にボランティアを受け入れ、福祉人材育
成の意義を持ち、学生の人材育成に取り組む。

通年
H26年度
総人数28名
総合計171名

東成区地域子育て支援行事
「子育てフォーラム」に参画

　毎年秋に東成区民の乳幼児と保護者を対象に地域関係機
関が協働で、東成区民センターにて子育てに役立つイベント
を実施。
　当園も毎年、「あそびブース」を出展し、地域子育て世帯の
見守り応援をする。

子育てフォーラム
11月7日（金）

子育てフォーラム実行委員
会

5回程度

東成区中本地区子育て支援
「ぽっぽハウス」に参画

　中本校下の民生委員、主任児童委員を中心に地域の子育
てを応援するサークルに、利用者だけでなく職員もスタッフとし
て参加。
　地域の子育て世帯を応援する主体者の一員として参加す
る。

毎月１回第２水曜日
10:00～11:45

地域活性活動
「落語研究会」

　退所者の素人落語家藤井氏に落語を教えてもらい、児童と
共に地域にある老人ホームや地域行事に定期的に落語寄席
に参加し落語を披露させてもらう。
　地域のお年寄りから子どもまで地域活性のために活動を行
う。

地域老人ホーム巡行等
年間6回程

東成区地域行事
「ひがしなり街道玉手箱」
に実行委員として参加

　東成区で毎年恒例の地域行事「ひがしなり街道玉手箱」に
参加するだけでなく、自分達も地域を盛り上げる一員との思い
で、出し物の企画運営にも携わる。
　クイズを考えたり、看板をつくるなどを行う。

ひがしなり街道玉手箱
11月11日（土）

当日と数日間準備に携わる

東さくら園

活動名 実施内容 実施時期・回数等



済生会特別養護老人ホーム
慰労訪問

5歳児が慰労訪問し、施設におられる入居者の方と交流をし楽
しい時間を過ごす

年４回
5月16日、9月8日、
12月5日、3月5日

ふれあい広場
毎月第2木曜に地域の未就園児対象に実施。　　　　各年齢に
分かれて保育園児と共に遊び、給食を食べてもらったのち保
護者対象に子育て相談を行う。

前期・後期に分かれる
前期：5月～10月（8月除）

後期：11月～3月

焼芋大会
地域の未就園児対象に保育園の行事である焼き芋大会に参
加してもらう。

11月11日

行事への参加 秋祭りや餅つき大会等に参加 年に１回

相川保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

公園掃除 子ども達が使わせてもらっている文の里公園の清掃 月に１回

中学校からの職場体験や
ふれあい体験の受入れ

地域の３校の中学校から２年生が職場体験やふれあい体験で
保育園で子ども達と一緒に過ごす

年に１回２～３日

物品貸出
阿倍野区施設連絡会の一環で地域に貸出しをする
貸出しメニューは、ファイルで地域に配っている。
７月に綿菓子機，１０月にポップコーン機を貸出

随時

高齢者施設との交流 ふみのさと倶楽部やグループホーム「文の里」との交流

ふみのさと倶楽部とは随時

グループホーム文の里は年
２回

子育て支援 月に１回の子育てサークルや園庭開放 月に１回

子育て支援

１２月２０日子育てサークルでのクリスマス会に「文の里親子の
集い」と共催し、保育園でクリスマス会を実施する
２月に地域で行っている子育て支援「文の里親子の集い」へ
保育士を派遣し、手遊び、触れ合い遊びや手作り玩具の提供

年１回・１２月

年１回・相談で決める

阿倍野保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等



中学生体験
・中学生が保育園に来て、子どもについて、保育士の仕事を
体験する。

1月２９．30日
2月５．６日

ふれあい広場
・未収園児と保護者が保育園に来てもらい、一緒に遊ぶ。
・保護者の悩み相談を行う。

毎月１～２回

このはネット
（此花区保育所連絡協議会）

・地域の未収園児の親子が遊べる場所を提供する。 11月6日

餅つき大会 ・地域の方が来られたら、つきたての餅を食べてもらう。 12月13日

区民祭り
・子ども達が作った作品を展示する。
・スタンプラリーを行う。

10月26日

焼き芋大会
・保育園の園庭で焼き芋を行う。
・ご近所の方が来られた時は、1本渡す。

11月5日

秀野保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

クリンデー
・3，4，5歳児の子ども達が、保育園の周りのゴミ拾いを行う。
（燃えるゴミ、プラゴミ、ビンカンの分別を行う）

月1回

高齢者支援

地域のお年寄りが集まり、元気で生活するために、保育園の
子どもたちと関わる事で目標を持って楽しく生活できる事への
お手伝いをする。園の子ども達の為に、保育の手伝い・お掃
除のボランティアに来園。

保育手伝い週1回
お掃除月1回

地域盆踊り会参加
公団広場で、盆踊り会がある職員数人と園長、もしくは、主任
が参加する。

年1回

地域の敬老会への参加
敬老会行事が小学校講堂で行われるので、5歳児が参加、
歌・演技を披露する

年間1回

地域活動協議会会議参加
地域活動の取り組みの会議に園長が参加、地域支援を共に
考える場とする

年間4回

もりもりメイト（地域子育て支援）
毎月１回地域の子育て中の親子を招き、園庭で遊んだり、製
作をしたりする。夏祭り・秋祭りの参加・音楽会への招待など
行っている。

月１回
年１２回

中学校の職業体験
城陽中学校の子ども達を受け入れ各クラスで保育の体験を行
う

６月

森之宮保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等



東住吉高校交流会
・東住吉高校生1年生9クラスの家庭科（保育）の時間を受け入
れ、園児と交流。乳幼児の発達について説明をする。

9回実施
(6/16・17・18・23・2425・26・

27・7/2)

中学校体験学習受け入れ ・中学校の職場体験、保育体験を受け入れる。

東住吉中6/17～19
摂陽中10/30～31
平野北中11/11
中野中2/18～20

計4校

地域食事サービスへ慰問
・南百済地域のお年寄りの食事サービスに5才児が出かけ、歌
やゲームをして交流。

年1回
2月18日

地域（老険施設）
なでしこに慰問

・5才児が慰問に出かけ歌やゲームでお年寄りと交流する
年1回
6月26日

同窓会

・卒園児（小学1年生～中学3年生）に案内を出し、同窓会を行
う。保護者の参加も有り。
・ドッヂボール、コーナー遊び、クラフト等を準備。
・ＯＢ職員にも御案内し、参加して頂く。

年1回
5月24日

南百済夏祭り(出店） ・南百済連合の夏祭りにゲームコーナーを出店。
年1回
8月2日

湯里保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

ふれあい保育（園主催）
子育て支援

・地域の未就園の親子に保育、給食の提供、育児相談、遊び
の提供、集団参加の足がかりとなる。

年9回
(6/21・7/5・9/6・10/4・
11/27・12/17・1/11・2/7・

3/7)

北区子育て情報誌発行
区役所と北区の保育園、子育てプラザ等と子育てに関する情
報誌を発行。

年3回

中学生の福祉についての講演
社会福祉協議会と地域の中学との連携の中で福祉の仕事の
理解を深める授業の一つとして、保育園の生活や保育士の仕
事について講演する。

９月

北区福祉ふれあいフェスタ
北区の福祉施設主催のフェスタへ参加。遊びコーナーを行っ
たり、４．５歳児の作品展示を行う。

11月

中学生職場体験受け入れ
地域の中学2年生の職業体験の一つとして保育園の生活や
保育士の仕事を経験する。４～5名を受け入れ子どもたちと遊
んだり、掃除、保育の手伝いをしてもらう。

11月

長柄保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

園庭開放（おひさまクラブ）

地域の未就園の子どもたち対象に月に1回園庭を開放し、地
域の親子の方の交流の場としたり、育児相談を行う。また、や
きいも大会など園行事に参加をしたり、夏はプールや水遊び
を行う。

月1回
年間10回



一緒に遊ぼう
・園庭解放（園庭遊び・感触あそび・製作等
保育園ならではの遊びの提供及び子育て相談）・園内見学

毎月１回
土曜日に実施

玉出東保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

クリーンデー 近隣公園のごみ拾い
月３回

毎月４．５歳児が実施。
１月より３歳児も実施する。

　ディサービスセンター
はっぴー平野　交流

５歳児がディサービスを利用されている方と交流を持つ。歌、
ハーモニカ演奏や肩たたき、ゲームを行ったり、保育園に来演
してもらい、音楽鑑賞や誕生会の催しを楽しんでもらう。

９、１０、１１、２月
計４回

六反東連合町会　交流
５歳児が町会主催の触れ合い喫茶に出掛け、利用されている
方と交流を持つ。敬老の日や勤労感謝のプレゼントを持って
いったり、肩たたき等を行う

９、１１月
計２回

八尾市立大正中学校
家庭科授業受け入れ

中学生家庭科での保育体験の受け入れを行う。各クラスに入
り、子どもとの触れ合いを体験してもらう。

１月～２月
計５回

大阪市立長吉六反中学校
職業体験学習

中学生の職業体験を受け入れる。保育士の仕事や職場のマ
ナーなどを体験してもらう。

２月
計２日

六反南保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等

子育て支援　キララ
月１回、未就園児対象に園庭解放を行う。
ふれあい遊びや絵本や絵本を紹介したり、季節の製作、手作
り玩具の製作などを行う。

４～７,９～１１,１～３月
月一回　計１０回



牛乳パック回収
子ども服リサイクル品

回収の協力

保育所又は家庭から出る牛乳パックの回収の協力。
使わなくなった子ども服が集まったら環境事業局に連絡しリサ
イクルに役立ててもらう。

随時

中学生の職場体験の受入
地域中学校より2年生6名を職場体験として受け入れる。事前
打合せもあり。

年2回

0歳児の育児講座
住吉区にある住吉子ども子育てプラザからに依頼により、0歳
児の保護者10人を対象に出張講座を行っている。(担当は所
長)

年2回

地域支援
「ぷちふれ」
「ぷちすま」

地域未就園児の親子対象に保育所開放を行っている。
AMに0才～5才までの「ぷちふれ」、PMは0才の親子限定の
「ぷちすま」に取り組む。
育児相談も含む。

毎月1回
AM9:30～10:30
PM1:30～2:30

絵本の読み聞かせ
ボランティアの受入

絵本の読み聞かせに取り組んでいる。
ボランティアに来ていただき子どもたちも楽しんでいる。

年2回

おじいちゃん、おばあちゃんのつどい
園児の祖父母に園に遊びに来てもらい、子ども達と一緒に過
ごしてもらい交流をはかる

年に１回実施

今津保育所

活動名 実施内容 実施時期・回数等

ふれあい北桃
園庭開放を行い、地域の未就園児に親子で遊びに来てもら
う。園庭や中庭で一緒に遊んだり、絵本の読み聞かせを行っ
たり、育児相談にのる。7,8月はプール遊びをする。

6月から２月まで月に２回
全１８回実施

資源集団回収
園内で出されたダンボール、牛乳パックなどを地域の資源回
収にだす。(町会収益に貢献）

毎月１～２回回収してもらう

北桃谷乳児保育園

活動名 実施内容 実施時期・回数等



地域の公園事務所の方と花壇作り
歌島公園寿務所に出向いたり、園庭でプランターに花植え活
動をする。

随時

餅つき大会
園児・卒園生・地域の子どもさんを招待し、餅つき・持ち丸めな
どを経験したり、食べ物をふるまう。

１２月の土曜日

地域の中学生を招いての演奏会
歌島中学の吹奏楽部を招いて、園児・卒園生・地域の方が自
由に聴きに来ることができる。

１０・１１月どちらかの土曜日

夏祭り
園の子どもや保護者、卒園児、地域の子どもさんを招待し、夏
の遊びをする

7月の土曜日の午後

同窓会 卒園生を招いて、保育園で元担任と遊ぶ。 5月の土曜日午前中

園庭開放
地域の子どもさんを招待し、園庭で遊び、保護者の方の育児
の悩みを聞き、アドバイスなどをする。季節により水遊びなども
行う。

４月・８月・３月をのぞく９回
毎月第２水曜日実施

老人施設訪問
９月の敬老の日にあわせて、訪問し唄を歌ったり、ふれあい遊
びなどをする

９月の敬老の日と同じ週

高齢者デイサービス施設との交流
施設を訪問し、デイサービスを利用する高齢者の方たちと歌
や手遊び等を楽しみながら交流する

年間3回

香簑保育所

活動名 実施内容 実施時期・回数等

園庭解放
・地域の幼児対象に保育所での遊びを体験してもらいながら、
保護者の育児相談等を行う

年間１０回

ボランティアスタイル受け入れ
（福）大阪ボランティア協会主催の社会人対象のボランティア
活動プラグラムの受け入れ先として協力

年間8回

東喜連保育所

活動名 実施内容 実施時期・回数等



事業報告内に記述

わくわく広場
（地域子育て支援事業）

・入所されていない地域の方に保育所に来て親子で生活を一
時的に体験する。
・季節ごとの制作活動や遊びを親子で体験する。
・在所持と一緒に親子で保育所の行事に参加。

年間13回
（月1～2回）

自立支援センター舞洲２

活動名 実施内容 実施時期・回数等

新北島保育所

活動名 実施内容 実施時期・回数等


