
広い場所なので、密にならず定期的に換気・消毒し感染症対策を行います！広い場所なので、密にならず定期的に換気・消毒し感染症対策を行います！

●対　象…区内の方で現在家族介護をされている方、
又は介護に関心がある方

区社会福祉大会会場（会場：区民センター）でお渡し。
ご欠席の方は後日郵送。

申込み方法

天王寺区地域包括支援センター  ☎ 06-6774-3386申込み・問合せ

高齢者福祉月間に金婚をお迎えのご夫妻へお祝いの品をお贈り
いたします。次に該当されるご夫妻はぜひお申込みください。

令和4年度 大阪市家族介護支援事業令和4年度 大阪市家族介護支援事業

2年以上コロナ禍が続く中、家族で介護されている方にとって、思うように介護ができない
厳しい状況が続いているのではないでしょうか。本講演では、介護に追われる日々をお過ご
しの介護者の方がご自身の「心の健康」を保つためのメンタルケアの大切さや方法を学んで
いただきたいと考えております。第二部ではウクレレ奏者の懐かしい曲の演奏があります。
ぜひ一緒に楽しみませんか。ふるってご参加ください。

ミニ講座のご案内

※内容は変更となることがあります。

天王寺区家族介護者の集い「和みの会」は、介護の悩みや思いを語り合
う場です。「和みの会」では、介護や健康に役立つ講座を企画しています！

多世代交流イベント多世代交流イベント

体験会＆
審判員養成講座
体験会＆
審判員養成講座

ボッチャとは、パラリンピックの正式種目です。天王寺区では、ボッチャを通
して、世代や障がいの有無を超えた地域交流が行われています。あなたも
ボッチャのルールを学び、地域で交流しませんか？また、「夏休みの自由研究」
シートをお渡ししますので、お子さんの夏休みの宿題や思い出にも◎

①ご夫妻の氏名（ふりがな）　
②結婚年月日　③住所　④郵便番号　⑤電話番号　⑥町会名
⑦〇または×（地域にお名前などの情報を提供してもよいか）

はがきに次の事項を明記して、下記までお送りください。

お渡し
方 法

申込
〆切

★お名前は楷書で明確にご記入ください

参加無料

時間 各日 13時半～15時
場所 ゆうあい2階多目的ルーム

9 （水）14

14時～16時
（受付開始13時半～）日時 9 （土）24

8 （金）19

申込〆切 8 （月）まで15 申込〆切 ９ （金）まで２

11 （火）29

10 （水）12
11 （水）9
2 （水）8
3 （水）8

バランスのよい栄養の取り方

地域密着型デイサービスって
どんなん？

薬の知識を深めよう

介護者を腰痛から守るために

介護施設の選び方

〒543-0074 大阪市天王寺区六万体町５－２６
社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会
（天王寺区在宅サービスセンターゆうあい内）

昭和47年1月1日～12月31日の間にご結婚され、
現在区内にお住まいのご夫妻〈対 象〉

四天王寺様寄贈の
「夫婦扇子」を贈呈！

をお迎えの
ご夫妻へ

金婚

家族介護者のメンタルケア第一部

癒しのウクレレ演奏会 吉岡 武氏ウクレレ奏者第二部

場所 天王寺区民センター１階ホール
（生玉寺町7-57）

事前申込制

参加無料
定員50名家族介護者のメンタルケアと家族介護者のメンタルケアと 天王寺区家族介護者の集い「和みの会」

●対　象…天王寺区在学・在住・在勤で、ボッチャに興味のある方、
天王寺区のボッチャ活動にご協力いただける方

●主　催…天王寺区地域自立支援協議会地域活動部会　
天王寺区身体障害者団体協議会

●講　師…大阪市長居障がい者スポーツセンター スポーツ指導員

14時～16時日時 8 （月）22
場所 天王寺区民センター１階ホール
（生玉寺町7-57）

申込先着順

参加無料
定員50名

申込先着順

参加無料
定員200名

ホッチャホッチャ

前回の様子

お子さん、親子も
大歓迎！ 地域福祉

映 画 会

ボッチャ初
心者の方も

、

すでにご存
知の方も！

申込み・問合せ 天王寺区社会福祉協議会 地域支援担当　☎ 06-6774-3377　　06-6774-3399

問合せ ☎ 06-6774-3377　　06-6774-3399

場所 天王寺区民センター１階ホール
（生玉寺町7-57）

14時～16時（開場13時半）日時 9 （金）9

電話・ＦＡＸにて申込方法 （ＦＡＸの場合は、氏名・住所・連絡先を明記）

人生百年時代と言われる現代、
自分らしく生きるためにこれから
どのように過ごしますか？
そのヒントをこの映画を通じて
感じてみませんか。

ⓒ2021年「お終活」製作委員会

「お終活」

［出演］ 水野 勝　剛力 彩芽  
高畑 淳子　橋爪 功 ほか

癒しのウクレレ演奏会癒しのウクレレ演奏会

大阪市認知症介護指導者　松原 宏樹氏講師

天王寺区社会福祉協議会だより ２０２２年 令和４年 7月 NO.70 〒５４３００７４ 大阪市天王寺区六万体町５番２６号
天王寺区在宅サービスセンター ゆうあい内  

発行 社会福祉法人 大阪市天王寺区社会福祉協議会

06-6774-3377☎
06-6774-3399

http://www.yuuai.org/ホームページアドレス

コロナの影響で、延期・中止となる場合がございます。 当日は自宅で検温を済ませ、マスク着用にご協力をお願いいたします。体調の優れない方は参加をお控えください。

・地域の居場所や活動のご紹介
・専門職と連携し
　適切な支援につなげます

～街頭募金活動を行います～

★ご一緒に募金活動をしませんか？ 
　お手伝いいただける方は、ゆうあいまでご連絡ください。

昨年11月からスタートしている日用品＆フードドライブを
引き続き区社協の窓口に常設しています。

令和３年度の天王寺区募金会実績額は2,712,725円でした。
皆さまからのあたたかいご支援・ご協力ありがとうございました！
令和３年度募金実績により天王寺区社会福祉協議会に配分された、
令和４年度の共同募金配分金は、1,019,416円です。
これらの配分金については下記のように使われます

この広報紙は、共同募金の配分金を活用して作成しています。音訳ボランティア「天音クラブ」による音声での情報提供もしています。ご希望の方はお申し出ください。

・賞味期限が1ヵ月以上
 （できれば2ヵ月以上）のもの　
・常温保存できるもの
・成分やアレルギー表示のあるものが望ましい
【食料品】 ・米 ・乾麺 ・缶詰 ・インスタント食品
・レトルト食品  ・飲料 ・調味料 ・菓子類
【日用品】  未開封の ・洗剤・シャンプー ・はみがき 
・トイレットペーパー等、生活に欠かせないもの　 　

あたたかい支援の輪が広がっています。

10/3（月）、10/4（火） 16時半～18時ごろ（予定）日時

近鉄「大阪上本町駅」周辺、
近鉄百貨店・上本町YUFURA間の広場にて

場所

同意書の返信にご協力ください！

天王寺区を
良くするしくみ
皆さまから寄せられた『募金』は、天王寺区の『福祉』に役立てられます！

サポート天王寺は、生活の困りごとの軽減や解消に向けて、
ご本人と一緒に考え、お手伝いをする生活相談窓口です。

見守り相談室では、「要援護者名簿」の
作成を行なっています。

～見守り相談室からのお知らせ～
地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

活用

活用 活用

地区社協活動

７９１，１００円

◎世代間交流活動
◎高齢者福祉月間事業
◎ふれあい型食事サービス事業  など

☎ 06-6774-9937　    06-6774-9936
受託者  社会福祉法人大阪自彊館・社会福祉法人天王寺区社会福祉協議会

●仕事探しのことで不安がある。
●家賃が支払えない。退去するように言われた。
●家族のことで相談したい。
●生活の相談を出来る人が近くにいない。
 など、生活の困りごとがありましたら、
ひとりで抱え込まずに、まずはご相談ください。
※生活保護受給中の方はご利用できません

区民の皆さまや、各企業様からご寄付いただいた
物品を、コロナ禍等で生活に影響を受け、必要と
されている方へお渡ししています。
また、ボランティアさんによる遊びのコーナー
もあり、来られた子どもたちも
楽しく過ごされています。

7月30日(土)、8月27日（土）、9月24日（土）、10月29日（土）    
14時～16時

区社協活動

２２８，３１６円

◎百歳訪問事業
◎天王寺区社会福祉大会事業
◎区社協だより発行事業  など

©中央共同募金会 「愛ちゃんと希望くん」

令和４年度の
赤い羽根共同募金運動期間は

月～金／9時～17時半 祝日・年末年始を除く相談日

天王寺区役所　４階４４番窓口場所

要介護３以上もしくは要介護２以下で
日常生活自立度Ⅱ以上
重度障がいのある方、難病の方　など

今年度も新たに対象となられた方には、
名簿登録の同意書を郵送しています。

今後の
予定

サポート天王寺サポート天王寺
生活自立支援相談窓口生活自立支援相談窓口

受付できる物品 受付できない物品

参加者の声

10 1（土） 12 31（土）～

日用品＆フードドライブ日用品＆フードドライブ

ライフ＆フードパントリーを
毎月開催しています！　
ライフ＆フードパントリーを
毎月開催しています！　相談無料／秘密厳守

さまざ
まな

場面で

活用さ
れて

います
！

生鮮食品（野菜、肉、魚など）、たまご、パン、冷凍食品、
アルコール飲料（みりん、料理酒は除く）、
手作り食品
・未開封のものをお願いします。
・量が多い場合はご連絡ください。
・ご不明な点はゆうあいまで
  お問い合わせください。

FOOD DRIVE

対象の方

こういった支援が
あるので有難いです。
嬉しく利用させて
頂いています。

このような
イベントがあり

心より助かっています。

大阪信用金庫本店営業部と
大阪信用金庫玉造支店でも
実施されています。

大阪信用金庫本店営業部と
玉造支店店内に回収箱が
設置されています。

集まった物品は
ご寄付をいただきました。

要援護者名簿は、地域における日頃の見守り活動や
災害時の避難支援の準備などに活用されます。
ご不明な点等ございましたら、
見守り相談室まで、ご相談ください。

問合せ 天王寺区見守り相談室
☎ 06-6774-3385　　 06-6774-3399



そのお困りごと、一緒に考えます！

親子で学ぼう認知症サポーター養成講座

体操しているから
おいで～
体操しているから
おいで～

大阪市 オレンジサポーター地域活動促進事業

社協の活動を支える応援者になってください！

秋山　智子
足髙    潤
余部　信子
安藤　恭男
家田　成夫
池内　耕一
石井　イソノ
石川 　武
石黒　千佐子
石多　英男
石野　宏次
磯橋　一惠
市原　紘子
一本松　三雪
伊藤　真寿美
今西　光代
今西　勝彦
上坂　正治
植田　泰央
上續　幸子
上野　誠市
大野　公子
大野　紘史
大畠　明子
奥村　周三
中谷　ちづ
尾﨑　悦子

越智　ヒトシ
小野　陽太郎
小野山　和子
柏原　五三
加藤　信次
鎌田　伸子
川上　弥佐
川上　剛生
岸本　稚清
岸本　悦子
木田　民子
北井　利治
北川　サチ子
北野　修
木下　潤子
木村　豊子
楠本　治
久保　武子
栗谷　絹子
栗谷　紀代子
黒﨑　順理
児玉　光博
吾東　慶隆
米谷　忠俊
齋藤　淑子
酒井　靖子
坂本　進治

佐藤　文雄
佐野　博子
澤　昇
島村　俊夫
白井　岐美子
末髙　貴子
杉本　國治
杉山　吉勝
鈴木　末子
隅田　純子
諏訪部　善則
曽我　時雄
高木　範子
高繁　一枝
髙月　波子
瀧上　益宏
竹田 　善彦
田代　眞朱子
田中　貞子
田中　艶子
田中　宮子
谷川　光枝
築山　幸子
津留　正孝
出嶋　道子
出嶋　幸子
寺岡　成晃

・大江連合　上綿屋町振興町会
・大江連合　上九振興町会
・大江連合　上汐振興町会
・大江連合　椎寺元町振興町会
・大江連合　大岸町振興町会
・大江連合　逢阪伶人町振興町会
・生魂連合振興町会
・聖和地区社会福祉協議会
・桃丘地区社会福祉協議会
・社会福祉法人 四天王寺福祉事業団
・宗教法人 四天王寺
・社会福祉法人
　四天王寺福祉事業団　四天王寺病院
・四天王寺たまつくり苑

・社会福祉法人天森誠和会 
　天森養護老人ホーム
・医療法人歓喜会 介護老人保健施設
　れいんぼう夕陽丘
・医療法人 平山クリニック
・医療法人 瑞穂会
　介護老人保健施設みずほ倶楽部
・学校法人 上宮学園
・学校法人 大阪夕陽丘学園
・学校法人 清風学園
・天王寺区健康づくり推進協議会夕陽の会
・天王寺区更生保護女性会
・天王寺区食生活改善推進員協議会
・天王寺区身体障害者団体協議会　

冨井　浩子
鳥山　幸嗣
中越　一之
中島　一子
中清水　京子
中野 　明男
中野 　美智子
中原　達男
長原　信子
中谷　敏子
中山　政子
浪花　博
新津　敬子
野口　眞功
野田　満子
羽賀　順一
橋本　眞一
服部　多嘉男
浜口　ふく
原田　和隆
東浦　孝次
東尾　博司
東野　美榮子
東野　重子
平岡　英信
福谷　浩司
藤田　典子

※感染症等の影響で中止になる場合がございます。

●【受付時間】13時～14時　★事前予約優先
※当日受付も可  

鮒谷　欣子
前山　克己
正木　秀子
松浦　明弘
松永　静子
松本　幸子
松矢　孝一
右田　順一
三澤　冨康
溝渕　良行
宮内　勝夫
宮本　怜子
村尾　和子
八重橋　正勝
矢間　昭子
柳原　不二子
山口　康雄
山崎　清忠
山田　隆志
山田　幸清
横田　渉
吉田　泰久
米永　英子
六本　誠治

・天王寺区体育厚生・スポーツ推進協議会
・株式会社 塚谷
・株式会社日本介護医療センター
・株式会社 ナガイパッケージ
・谷川工業 株式会社
・横井製本 株式会社
・有限会社 大広實業
・株式会社 西村ケミテック
・米谷興産 株式会社
・株式会社 シロクマ

☎ 06-６７７４-３３７７

賛助会員ご加入のお願い賛助会員ご加入のお願い賛助会員ご加入のお願い

■令和3年度　決算

個人会員 １口 1,000円/年　
団体・法人会員 １口 10,000円/年　

【口座番号】 ００９６０-８-２９６５５

【加入者名】 社会福祉法人
 大阪市天王寺区社会福祉協議会

何口からでも申込みいただけます。 現金をご持参いただくかゆうちょ銀行にお振込みを、お願いいたします。

３８団体（匿名４団体含む）

１８０名個人納付（４８名匿名含む）令和３年度 個人賛助会員（敬称略）

令和３年度 法人・団体賛助会員（敬称略）

■令和4年度　予算

会費収入 ………………………………………………………………………  1,001,000
分担金収入………………………………………………………………………  380,000
寄附金収入……………………………………………………………………  2,320,686
経常経費補助金収入 …………………………………………………  43,812,649
受託金収入…………………………………………………………………147,969,693
事業収入 ……………………………………………………………………………  64,230
介護保険事業収入………………………………………………………  54,076,109
その他事業収入 ……………………………………………………………………  8,000
受取利息配当金収入 ……………………………………………………  1,092,378
その他の収入 …………………………………………………………………  222,981
前期末支払資金残高 …………………………………………………  83,971,451

会費収入 …………………………………………………… 1,200,000
分担金収入 …………………………………………………… 400,000
寄附金収入 …………………………………………………… 820,000
経常経費補助金収入 …………………………………… 45,154,000
受託金収入 ………………………………………………140,543,000 
事業収入 ……………………………………………………… 128,000 
介護保険事業収入 ……………………………………… 53,560,000
その他事業収入 ………………………………………………… 6,000
受取利息配当金収入 ……………………………………… 1,100,000
その他の収入 ………………………………………………… 134,000 
サービス区分間繰入金収入 ……………………………… 3,615,000 
前期末支払資金残高 …………………………………… 83,757,880

法人運営事業 ……………………………………………… 8,161,000  
生活福祉資金貸付事務事業 ……………………………… 3,776,000  
区地域福祉活動支援事業 ……………………………… 44,154,000  
共同募金配分金事業 ……………………………………… 1,000,000  
地域福祉推進基金事業 ……………………………………… 804,000  
見守りネットワーク強化事業 …………………………… 17,476,000  
生活困窮者自立相談支援事業 …………………………… 1,031,000  
生活支援体制整備事業 …………………………………… 9,140,000  
善意銀行事業 ………………………………………………… 620,000  
あんしんさぽーと事業………………………………………… 260,000  
地域包括支援センター事業……………………………… 70,254,000  
認知症初期集中支援推進事業 ………………………… 20,111,000  
介護予防支援事業 ……………………………………… 42,320,000  
居宅介護支援事業 ………………………………………… 7,917,000  
老人福祉センター事業…………………………………… 18,487,000  
その他事業 …………………………………………………… 751,000  
固定資産取得支出 ………………………………………… 2,000,000  
積立資産支出 ……………………………………………… 1,000,000  
サービス区分間繰入金支出 ……………………………… 3,615,000  
当期末支払資金残高 …………………………………… 77,540,880  

合計 …………………………………………………………………… 334,919,177
合計…………………………………………………………………… 330,417,880

合計…………………………………………………………………… 330,417,880

●収入の部 (単位：円)

●支出の部 (単位：円)

●収入の部 (単位：円)

(単位：円)●支出の部

法人運営事業 ……………………………………………… 3,744,059
生活福祉資金貸付事務事業 ……………………………  11,001,436
区地域福祉活動支援事業 ………………………………  42,611,550
共同募金配分金事業 ……………………………………… 1,088,649
地域福祉推進基金事業 ……………………………………… 899,597
見守りネットワーク強化事業 …………………………… 17,475,717
生活困窮者自立相談支援事業 ……………………………… 491,651
生活支援体制整備事業 …………………………………… 8,799,634
善意銀行事業 ………………………………………………… 353,960
あんしんさぽーと事業………………………………………… 286,896
地域包括支援センター事業……………………………… 69,313,027
認知症初期集中支援推進事業 ………………………… 11,514,182
介護予防支援事業 ……………………………………… 40,899,150
居宅介護支援事業 ………………………………………… 7,804,750
老人福祉センター事業…………………………………… 17,142,269
その他事業 …………………………………………………… 204,836
当期末支払資金残高 ……………………………………101,287,814

合計…………………………………………………………………… 334,919,177

創立７０周年を迎えました
天王寺区社協は

そのお困りごと、一緒に考えます！

障がい者相談会
天王寺区地域自立支援協議会のメンバー
（障がい者支援事業所の職員・区役所職員
等）が個別にご相談に応じます。
障がい者手帳が無くても大丈夫です

● 9月10日（土）14時～15時半  ● 11月10日（木）18時～19時半
● １月27日（金）14時～15時半
天王寺区在宅サービスセンターゆうあい2階

●対　象…天王寺区内在住、在勤、在学の方

●対　象…天王寺区在住の小学生（中高学年）とその保護者
　　　　　★おじいちゃん又はおばあちゃんとお孫さんのペアでの参加も可能です。

日時

場所

8月20日（土）14時～15時半
天王寺図書館2階集会室

日時

場所

◎ご希望の方は日程が近くなりましたら、区役所にご確認をお願い
いたします。
◎随時電話相談も受け付けておりますので、下記までお気軽にご連
絡ください。

そのお困りごと、一緒に考えます！ 相談
無料

天王寺区保健福祉センター 
保健福祉課（福祉サービス）

問合せ

☎ 06-６７７４-9857 　 06-６７７2-4906

※大阪市市民活動保険対象の活動です（加入・登録手続きなし）

「認知症だからって何もできないわけじゃないよ！ 一緒に活動しよう！」こんな声がたくさん集ってきています！

どんな活動を
しているの？

認知症にやさしい
　　商店街もあるよ～
認知症にやさしい
　　商店街もあるよ～

認知症カフェも
　「ち～むオレンジ」だよ
認知症カフェも
　「ち～むオレンジ」だよ

ち～むオレンジサポーター
　　として活動してみませんか？
ち～むオレンジサポーター
　　として活動してみませんか？
ち～むオレンジサポーター
　　として活動してみませんか？

みなさまのボランティア活動を大阪市に登録してみませんか？

若年性認知症を知っていますか？
18歳～65歳未満で発症する認知症を若年性認知症と言います
発症年齢は平均54.4歳で、約3割は、50歳未満で発症します（2020年厚労省）

・うつや体調不良と間違われやすい症状 ・仕事や生活の場面での変化

・ 治療により改善する場合があります
 正常圧水頭症や硬膜下血腫、甲状腺疾患によるものなど

・ 進行を遅らせることが可能な場合もあります
 アルツハイマー型などの認知症では、薬で進行を遅らせることが可能な場合もあると言われています

・ 症状が軽い段階から準備することができます
 ■ 病状が理解できる間に、本人、家族や周りの人が病気を知り、生活の備えをすることができます
 ■ 職場でも理解と協力を得て、早めに働き方を見直すことで、就労期間を延長することができます

若年性認知症は、働き盛りの世代にも起こる病気です
気になることがあれば天王寺区ゆうあいオレンジチームにご相談ください（相談無料・秘密厳守）

問合せ 天王寺区ゆうあいオレンジチーム
☎ 06-6774-3350

●月～土（日・祝・年末年始を除く）
●9時～17時半

最近、どうも調子が悪い…、仕事でミスが目立つようになった気がする…
なんだかいつもの自分と違う！！　最近、変だ…

初期には物忘れ等がほとんど目立たない場合があります

早期診断・早期治療が大切です！

□スケジュール管理ができない
□仕事でミスが目立つ
□ものを探していることが多くなる　など

□夜眠れない
□やる気が出ない
□趣味への関心がうすれた　など

「認知症サポーター」とは、認知症について正しく理解し、
認知症の人や家族を地域で温かく見守る応援者のことです。
天王寺区社会福祉協議会では、
定期的に認知症サポーター養成講座を開催しています。
もの忘れがひどくなったらどうしたらいいの？
家族や友人が認知症かもしれない？
そう感じたときには、どのように対応したらよいのでしょうか。
みなさんで、認知症について学んでみませんか？

電話、FAXにて
※FAXの場合は、希望日・住所・氏名・電話番号を明記。地域支援 ☎ 06-6774-3377 　 06-6774-3399

※各回同じ内容です。ご都合の良い日に受講ください。

にんちしょうって、なんだろう？　お手伝いできること、いっしょに学んでみませんか？
劇や絵本を通して、認知症についてみんなで学びます。

親子で学ぼう認知症サポーター養成講座

申込先着順

申込先着順

参加無料
定員各回15名

参加無料
定員10組20名

☎ 06-4302-5203 　 06-4302-5243
天王寺区障がい者基幹相談支援センター問合せ

申込み
問合せ 天王寺図書館 ☎ 06-6771-2840 8月1日（月）10時から申込み受付開始。締め切りは8月19日（金）17時まで。

天王寺図書館（天王寺区上之宮町4-47）へ来館または電話。

「認知症サポーター養成講座」 を
  開催します！

夏休み特別編　＜天王寺図書館との合同企画＞

親子で学ぼう認知症サポーター養成講座

講座を受講された方に
「認知症サポーターカード」
をお渡ししています。

認知症サポー
ターカードを

ゲットしよう
！！

ゴミ出しの
　　お手伝いならできるで！
ゴミ出しの
　　お手伝いならできるで！

☎ 06－6774－3386

問合せ 天王寺区地域包括支援センター
認知症地域支援コーディネーターまで

● 今の活動が「ち～むオレンジ」になるのでは？
                                      （百歳体操・ふれあい喫茶 など）

● これから活動したいけど、どうしたらいいの？
● すでに認知症の方をサポートしているよ♪ など

ご相談ください

8月１７日（水）
10月１9日（水）
2月１5日（水）

天王寺区役所 5階 5０２会議室

天王寺区役所 6階 6０1会議室

開催日 場　所
令和4年

令和4年

令和5年

70周年記念誌はこちらから▶

申込みはこちら▶

創立７０周年を記念し、これまで地域とともに歩んできた足跡をた
どる記念誌を発行いたしました。
「つながって、前へ。誰もが住みやすい地域に」をテーマに、ここ
１０年の取組みをまとめています。ホームページにも掲載していま
すので、ぜひご覧ください。
記念誌を作成するうえで、地域、関係者の皆さま
からいただいた言葉や想いを胸に、改めて誰もが
住みやすい地域を目指し、活動してまいります。

ち～むオレンジサポーターとは？
「認知症サポーターステップアップ講習」を受けられた方で

認知症の人や家族が安心安全に暮らしていくために

地域で支えていく活動に協力できる「応援者」です。

申込み
問合せ

申 問


