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令和４年度の生涯学習ルームを

ボランティアが一部紹介しま
す!

g地域支援課 地域支援グループ　4階43番　a06-６４７８-９７４３

　生涯学習ルームは、生涯学習推進員（地域の生涯学習支
援の市民ボランティア）が各小学校で講座を企画、運営し
ています。講座の日時などは区役所ホームページをご覧く
ださい!
やってみたいな、見学してみたいなと思ったら、

当担当までお問合せください♪各校の担当者
連絡先をご案内します。

　新型コロナウイル
ス感染状況等により、
募集内容などが変更
になる場合がありま
す。ご了承ください。

　心身をいやし、健康習
慣を学びます。脚筋力・
全身持久力・バランス能
力が向上します。
　つまずきやすい方に
オススメです！

識字日本語交流教室識字日本語交流教室

　日本語をもっと勉強したい、日本の
ことや文化などをもっと知りたいと
思っている人達とともに、わたしたち
ボランティアが、色々な方の意見に耳を傾け参加者の目線
を大切に勉強方法を工夫、検討し、一緒に勉強しています。
　いろいろな国のいろいろな年齢の人が学ぶ姿はほほえ
ましく、楽しく交流しています。日本語検定の2級、3級、4級
の合格をめざして勉強中の参加者が多く、主婦の方や宿題
などをする小中学生もいます。
　回転ずしやたこ焼き、立ち食いうどんなど食べ物につい
ての会話も多く、教えたり教えられたりで盛り上がることも
多いです。
　また、国外の様々な日常生活の違いや文化なども知るこ
とができて、ボランティアの方も興味が尽きません。日本

語を通じて幸福になるお手伝いがで
きたら、日常の生活が少しでも明る
く楽しくなればという気持ちでボラ
ンティアも頑張っています。コロナ
の収束後、たくさんの人の参加を心
から待っております。

コロナ感染状況により、人数制限を実施してい
ます。参加者・ボランティアを募集するときは、
区役所ホームページでお知らせします。

ご
注
意

　小学生向けの講座「手作りおもちゃ」
は、身近にある材料を使って低学年の
児童でも制作できるおもちゃ作りを
行っています。上手にできない時もあ
りますが、手を動かし色々
と工夫しながら完成をめ
ざす子どもたちの目はキ
ラキラしています。

　小学生向けの講座として立ち上
げから4年が過ぎました。
毎年、参加を楽しみにしていただいています。昨年度から
中学生向けの講座も立ち上げました。
　初めは、子ども達もどうしたら上手く動くか模索していま
したが、色々と経験していく中で、少しずつ自分で考えて
チャレンジしています。
　基本となるロボットの組み立てから始め、ロボットに付け
る箱の作成、ゴールの箱にピンポン玉を多く運び入れる事
にトライ、自分達で試行錯誤しながらのチャレンジでした。
　最後の日の成果発表では、子ども達が「おーヤッター」と
すごく楽しんでいました。

　中国の方と日本人のふれあ
いの場です。お互いの国の文化
などを、交流しながら学び合っ
ています。中国文化に興味のあ
る方、一緒に勉強しませんか？
　まずは見学に来てください。

出来島

中国語講座中国語講座

姫島小学校

手作りおもちゃ手作りおもちゃ

大和田小学校

プログラミング
教室
プログラミング
教室

太極拳を楽しむ会太極拳を楽しむ会

詳しくはこちら▲

　「民生委員・児童委員」「主任児童委員」は、法律で定めら
れ、厚生労働大臣に委嘱されたボランティアとして全国で
約２３万人、西淀川区で１３９人が活動しています。
　子育てに関すること、高齢者の介護に関すること、健康・
医療に関することなど生活の中で気になることがあれば
お気軽にご相談ください。

　地域はあなたの力を求めています。あなたにぴったりのボランティアや
地域活動を見つけるきっかけにしてください。

　民生委員・児童委員、主任児童委員活動に関心
のある方は、お気軽にお問い合わせください。

西淀川区民生委員児童委員協議会（保健福祉課 総合福祉グループ内）a06-６４７８-９９６９問合せ

西淀川区社会福祉協議会（ボランティア担当） a06-6478-2941問合せ

●行政とのパイプ役や調整役を務め、専門機関や福祉サービ
スなどを紹介します。

●高齢者世帯等への訪問や見守り活動を行います。
●個人情報やプライバシーの保護に配慮し、皆様から受けた
相談内容の秘密を守ります。

●お住いの地域の民生委員・児童委員、主任児童委員がわか
らないときは、お問い合わせください。

5月12日は民生委員・児童委員の日
高齢者世帯への訪問・見守り活動高齢者世帯への訪問・見守り活動

西淀川区民生委員児童委員協議会

気
軽

にご
相談ください

！

こんなのも
やってます

!
こんなのも

やってます
!

校区に関係な
く参加

できます！男性
も小学生も

いらっしゃ～い
！

支え上手 支えられ上手な人が あふれるまちをめざして支え上手 支えられ上手な人が あふれるまちをめざして

福小学校

御幣島小学校

定期的に、安否
確認も兼ねて
訪問し見守って
います。

障がい児アウティング事業障がい児アウティング事業障がい児アウティング事業

第3回 ボランティアエキスポ

西淀川夢舞台コーナープログラム5/29日１１：００～１５：００（１０：３０開場）
もと「歌島橋バスターミナル」

日程

場所
開会挨拶　開会宣言
紙芝居ライブ（にしよどおやこ劇場）
笑いヨガ（笑っこ倶楽部）
合唱（西淀川少年少女合唱団）
に～よん体操（にこパパネット）
メモたんショー
フラダンス（老人センターフラダンスサークル）
オカリナ演奏（オカリーナひまわり）
チアリーディング（西淀病院VC）　 
読み聞かせ（絵本の会西淀川ぽけっと）
こども漫才（こどもお笑い道場）
漫才（スキンケア大学）
吹奏楽演奏（アンサンブル・ウペポ）
閉会の挨拶

11:00～11:05
11:05～11:25
11:25～11:40
11:40～12:00
12:00～12:20
12:20～12:40
12:40～13:00
13:00～13:20
13:20～13:40
13:40～14:00
14:00～14:20
14:20～14:35
14:35～14:55
14:55～15:00
※入退場5分含むので実質上演時間は15分
※笑っこ倶楽部は10分、スキンケアは10分弱

ボランティア紹介コーナー
《参加予定団体》
・西淀病院ボランティアセンター
・ソーイングさざんか ・世代間交流をめざす会
・絵手紙 遊楽の会
・一般社団法人 ブレストフォト協会
・西淀川区食生活改善推進協議会「さざんか」
・介護アロマサークル レイズ ・にしよど親子防災部
・こどもネット ・絵本の会西淀川 ぽけっと
・おはなしボランティア パタポン ・Team カメリア

福祉作業所販売コーナー
　自立支援協議会生活就労部会さんの協力により
区内の作業所さんの物品の販売コーナーです。

※感染症対策のため、入場制限や開催変更の可能性があります。
　 詳しくはホームページやFacebookでお知らせいたします。

障がいのある18歳までの
お子さんとそのご家族を

ご招待して、近郊の施設などで
1日を楽しく過ごしてもらう活動で

お子さんとご家族を
サポートしています。
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