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天王寺区 上本町光明寺

共生いきいきクラブ

取組み内容
週に１回お寺に集まり「いきいき百歳体操」と「かみかみ
百歳体操」をおこなっています。
大阪市から物品の貸し出しだけでなく、リハビリテーション
専門職の方の派遣も計６回ありました。ほかにも天王寺区
社協や天王寺区役所保健師の協力も得て、高齢者に対して
の健康や福祉に関する情報だけでなくさまざまな地域情報
の提供をしています。

取組みの成果・今後に向けて
参加者は毎回の開催を楽しみにしており、「生活にリズムが
できた」「体が軽くなってきた」などうれしい声も聴かれます。
「今日は体操の日だな」と朝から待ち構えてくれています。「ま
た来週！」と待ち合わせの場となっています。
今後はさらに広報を積極的に行い「お仲間」を増やして、
単に「体操をする」だけではなく「介護情報」など高齢者の
方にとって必要な情報を区社協や区役所の協力を得て
どんどん発信していきます。

開催日時
毎週月曜日
午後２時から３時半

開催場所
光明寺（天王寺区上本町５
丁目南東角 光明寺本堂）

参加対象
高齢者

問 合 先
０６－６７６３－４９８８

令和３年度参加人数など
・１０回実施
・延べ１０３人が参加

開催日時
①土曜日１１時～１７時
②隔週火・土曜日
③不定期

開催場所
ＫＯＲＥＡＮ ＢＯＯＫ ＣＡＦＥ
「책자리（ちぇっちゃり）」
（天王寺区味原町１３−１０）

参加対象
在日コリアン青年および
地域住民

問 合 先
info@key-j.net

令和３年度参加人数など
①４８回開催３回（カフェイベント）
延べ２０人が参加

②４６回開催延べ２４人が参加
③１２回開催３回（カフェイベント）
３０人が参加

天王寺区 在日コリアン青年連合（KEY）

在日コリアン青年と地域の人々が
交流できる居場所づくり

取組み内容
①ＫＯＲＥＡＮ ＢＯＯＫ ＣＡＦＥ（ちぇっちゃり）の運営
在日コリアン青年に役立つ、韓国朝鮮やマイノリティの
人権にまつわる、情報が得られる〈リソースセンター〉として
運営しています。多様な人と交流ができる居場所です。
②ハングルカフェの開催
在日コリアン青年を対象にハングル講座をおこなって
います。
③学習と議論の場
大阪生野コリアタウンフィールドワーク、講演会や読書会
などを実施し、交流しています。

取組みの成果・今後に向けて
対面とオンラインのハイブリッドで開催し、在日コリアン青年
だけでなく、地域住民や他の団体で活動される方と交流する
機会になっています。ハングルカフェを中心に、集まる機会を
作り、誰でも安心できる空間を目指しています。「在日コリア
ンとマイノリティが安心して集える居場所」を基本コンセプト
として、活動を続けていきます。
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東成区 宝栄社会福祉協議会

宝栄地域で過ごせる
安心安全な居場所づくり

取組み内容
コロナ禍で
①「ふれあい喫茶サロン」は飲食をせずに、ちぎり絵カレン
ダー作りや脳トレなどをして、フレイル予防の機会となってい
ます。
②「男のいこい喫茶」は男性の役割がありやりがいの持てる
機会となっていて、気楽に集まる居場所になっています。
③「ふれあいランチ会」は、コロナの感染状況鑑み、持ち帰り
のお弁当に変更しながら開催しました。

取組みの成果・今後に向けて
コロナ禍で、人とのつながりが減少している方が、コロナ対策
をとれたなかで安心して参加することができ、地域における社
会的孤立やフレイルを予防することにつながりました。今後も、
地域住民が安心して地域会館に集まることができるように、コ
ロナ対策を徹底しながら居場所づくりをしていきます。

開催日時
①毎月第３水曜日
②月２回第１木曜日、
第３火曜日

③毎月第２金曜日

開催場所
宝栄会館
（東成区深江北１－５－２３）

参加対象
地域住民
「男のいこい喫茶」は男性

問 合 先
０６－６９７７－１９１１
（宝栄ネットワーク委員会）

令和３年度参加人数など
①１１回開催
延べ１８５人が参加

②２２回開催
延べ２００人が参加

③１５回開催
延べ４９１人が参加

開催日時
毎月第４金曜日１８時３０分～

開催場所
リアン東さくら
（東成区中本4-1-22）

参加対象
施設利用者と地域住民

問 合 先
０８０－５３５３－１７４１（廣瀬）

令和３年度参加人数など

・６回実施
・２４０食を配食

東成区 ひがさくクリエイト

中本キッチン

取組み内容
母子生活支援施設リアン東さくらのキッチンスペースを借り、
月1回、施設や地域の家族が気軽に利用できる食と居場所
になることを目的に、子ども食堂「中本キッチン」を開催。
毎月メニューはチラシで伝え、1食200円で申込制としてい
ます。
参加者は、リアン東さくら利用者と、地域の子どもや母子家
庭で、担い手は、地域の中本更生保護女性会有志と、母子
家庭の就労支援団体「ひがさくクリエイト」メンバーで実施。
食材は、平野区の農園者から新鮮な野菜の提供、リアン東さ
くらの寄付の食材を提供してもらい、また参加費200円は、
不足分の食材購入と容器の購入等に活用しています。

取組みの成果・今後に向けて
コロナ禍で、配食対応ではありましたが、楽しみにしている
家族が定着して４０食の申し込みがありました。助成金は
大きなボールやざるなど調理器具に活用し、調理時間の
短縮につながりました。また、事業のシンボルとなる中本キッ
チンの看板スタンド作成にも活用し、こどもたちに中本キッチ
ンを知らせるものができました。
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旭区 太子橋校下社会福祉協議会

オープンカフェ

取組み内容
太子橋校下社会福祉協議会と旭昼市運営委員会と共催で
太子橋会館と太子橋中公園を使用して、公園には机にアクリ
ル板を設置して、コーヒーやお茶を提供するオープンカフェを
しました。高齢者の相談を受けつける高齢者相談コーナーも
アクリル板を設置しておこないました。

取組みの成果・今後に向けて
公園の4か所に検温とアルコール消毒ができる場所を設けて、
コロナ対策を実施することで、安心して参加してもらうことが
できました。高齢者がたくさん参加し、コーヒーを飲みながら
談笑しました。外出の機会になり、元気になりました。今後も、
高齢者の居場所になる活動を構築していきます。

開催場所
太子橋会館、太子橋中公園
（旭区太子橋２－７－１９）

参加対象
太子橋小学校下在住の
住民のうち主に高齢者

問 合 先
０９０－９０５４－５９３３（杉本）

令和３年度参加人数など
・１回実施
・２９２人が参加

開催日時
毎月２回

開催場所
ＵＲ森之宮団地集会所
（城東区森之宮２－６）

参加対象
森之宮地域及び周辺に
居住されている人

問 合 先

０６－６９６１－５０９２
yutac2000@ybb.ne.jp（岡田）

令和３年度参加人数など

・１２回実施
・延べ１００人が参加

城東区 だんだん食堂こどもひろば

だんだん食堂

取組み内容
地域の子育て世代と子どもたちの居場所づくりを目的に 団
地の集会所を会場とした「こどもひろば」の開催を予定して
いましたが、コロナ禍のため自粛となりました。コロナ禍後に
向けての準備として「だんだん・多世代交流サロン」など内
部研修を毎月２ 回開催しています。また、「大阪市社会福祉
協議会・地域こども支援ネットワーク事業」の支援物資配布
事業に協力し、団地集会所周辺でポスターやチラシ・ＳＮＳ
などで居場所の開催やくらしに役立つ情報を発信しています。

取組みの成果・今後に向けて
コロナ禍で活動が制限されるなかでも検討をすすめ、ＩＣＴ
を活用した新しいつながり方を模索し、機材の整備等準備を
すすめることができました。
また、支援物資配布活動に協力したことがきっかけとなり、
「だんだん食堂・多世代交流サロン」として新規に大阪市地
域こども支援ネットワーク事業に登録しました。
今後は、子育て世代を中心とした、新しい地域福祉活動団体
として活動をすすめていきます。

５

開催日時
令和３年１１月１４日（日）
１０時から正午



開催日時
毎月第４金曜日
（変更の場合あり）

開催場所
旭区大宮４－１０－７

参加対象
どなたでも利用できます

問 合 先
・０７０－１４３９－８１２０（安井）
・公式ＬＩＮＥ

令和３年度参加人数など
・延べ６０～７０名が参加

開催日時
毎月第３土曜日

開催場所
城北川や蒲生公園周辺

参加対象
高齢者

問 合 先

０６－６９３５－６６５５
（鯰江憩いの家）

令和３年度参加人数など

・４回実施
・延べ７０人が参加

城東区 鯰江校下アクションプランプロジェクトチーム

ノルディックウォーキング

取組み内容
ノルディックウォーキングで居場所づくりをしています。顔の
見える関係づくり・閉じこもりの防止をコンセプトに、特にコ
ロナ禍の現在において高齢者をはじめ地域住民がつながり、
外出の機会を得て健康を保つ機会として「健康維持と集い
の場」の提供を目指しています。

取組みの成果・今後に向けて
閉じこもりがちの高齢者を中心に声をかけて、地域とのつな
がりの維持・促進や安心して外に出て運動できる場を、提供
することができています。今後も地域の高齢者とつながり、活
動に賛同してくださる方の輪を広げていき、ほかの校下も巻
き込みながら活動していきます。

６

旭区 おおみやにこにここども食堂

おおみやにこにここども食堂

取組み内容
子育て支援としてのこども食堂ですが、独居高齢者など、
どなたでも利用してもらえる食堂です。今は、テイクアウトの
お弁当として、お弁当を配布しています。コロナが少し落ち
着けば、対面での食事や学習支援も同時に開催する予定
です。

取組みの成果・今後に向けて
こども食堂を通して、地域の
お母さんたちが気軽に立ち
寄って話をしたりする場所に
なってきました。
こどもたちも遊び場の一つと
してきてくれています。
早く対面での食事ができるよ
うになれば、あわせて学習支
援もすすめていきます。



鶴見区 NPO団体HSC～子どもたちの笑顔のために～

子ども食堂

取組み内容
こどもたちへの食事の提供を継続的に実施。食事場所の提
供をとおして、地域のコミュニティ形成や当団体と地域の子育
て支援とのつながりをつくっています。そして、当団体の食糧
配布やイベントなど他事業への参加をしてもらうことにより、
子育て世帯の支援を幅広くおこなっています。

取組みの成果・今後に向けて
こどもたちへの食事の提供、居場所の提供による地域コミュ
ニティの推進に寄与することができました。今後は、より多くの
子育て世帯への支援をできるように活動していきます。

開催日時
令和３年７月１７日、８月２９日９月２６日、

１１月１４日、１２月５日
令和４年１月１６日、２月１３日、３月２７日

開催場所
西照寺
（天王寺区下寺町２－２―４５）
四恩学園
（天王寺区逢阪２－８−４１）

参加対象
小学生

問 合 先

阿倍野区天王寺町北
１－１９－１２－５０２

令和３年度参加人数など

ふらいおん×西照寺
・１５回実施
・１回あたり２０人参加
ふらいおん×四恩学園
・８回実施
・１回あたり１０人参加

天王寺区 NPO法人ふらいおん

ふらいおん×西照寺＆ふらいおん×四恩学園、
２・３校舎目の無料学習塾プロジェクト

取組み内容
天王寺区内で活動している西照寺・四恩学園で小学生を対
象にした無料塾を実施しています。大阪教育大学の学生を
中心に運営や講師をしています。コロナ禍で、なかなか満足
に活動ができませんでしたが、回数を重ねるにつれて参加者
数が増加しています。また、説明会にも多数の保護者が参加
しています。

取組みの成果・今後に向けて
２、３校舎目とも、２０２２年度の活動に向けて、事業の基盤を
構築することができました。コロナ禍が収束しつつあるため、
今後はさらなる参加者の増加を期待しています。ふらいおん
×西照寺は、寺子屋Ｔｅｌｌｅｒとして、ふらいおん×四恩学園は
無料塾～ＳＩＥＮ～として、２０２２年度活動していきます。

開催場所
鶴見区民センター調理室
（鶴見区横堤５丁目３−１５）

参加対象
子育て世帯

問 合 先
hsc.npo@gmail.com

令和３年度参加人数など
・８回実施
・配食数
１回あたり８０人～１００人
・ボランティア参加者
１回あたり１５人前後

開催日時
ふらいおん×西照寺：毎週金曜日１５時３０分～１７時
ふらいおん×四恩学園：毎週月・水曜日
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住吉区 NPO法人ふれあいすばる

NPO法人ふれあいすばる

取組み内容
①子ども食堂サルベージ料理
・家庭で無駄になる食材を持ち寄り、調理と食事をしています。
②子ども食堂このゆびとまれ
・健常者、障がい者も大人、こどもも一緒に昼食をとり、手作
り作品をつくるなど相互理解の交流をしています。
③わいおしゃカリタ
・異業種交流の場として食事をとり、情報交換やミニ講座を
開くことにより、地域の頼れるところを知ることができます。
④本カフェ
・本好きが集まって行き場所が少なくなっているなか、ちょっと
息抜きできる場所として活動しています。

取組みの成果・今後に向けて
家にひきこもっている人や不登校児、障がい者など社会的弱
者の行き場所を提供しています。今まで使用中のコンロや調
理器具は大変古いものでしたが、助成金を活用して、最新の
ものに変えることができ、こどもたちも安心してコンロを使った
調理に参加できるようになりました。調理場の改善にともない、
事業を維持できる場となり、活動の継続につながっています。

開催日時
①毎月第３水曜日１０時～正午
②毎月第３日曜日正午～１４時
③土曜日１９時～２１時
④月１回第３月曜日１９時～２１時

開催場所
ＮＰＯ法人ふれあいすばる
（住吉区苅田１－３－６）

参加対象
健常者・障がい者・老若男女問わ
ず、何方でも参加できます

問 合 先
０６－６６９９－６５２６

令和３年度参加人数など
・４８回実施
・延べ２７７人が参加

開催日時
月２回実施
午前の部１１時～１３時
午後の部１７時～１９時
イベント午後１３時～１６時

開催場所
子ども食堂ひだまり
（東住吉区田辺3-19-35）

参加対象
地域のこども及び大人

問 合 先

０７０－４３７６－１２２８（大向）

令和３年度参加人数など

・１５回実施
・延べこども１４０人、大人１４３人、
スタッフ６０人参加

東住吉区 ひだまり

こども食堂ひだまり

取組み内容
食事提供を通じて、地域の方々の親睦や交流と健康の
増進、子育て支援を図ることを目的として、こどもが安心
して過ごせる居場所をつくっています。食事提供活動として、
食堂や喫茶の運営、またはお弁当配布をしています。
地域活動の活性化、健康づくり、子育て支援を目標に活動
しています。また、季節ごとのイベント行事をこども対象に
地域ボランティア方々の協力を得ながら、実施しています。

取組みの成果・今後に向けて
子ども食堂を開催することにより、地域のこどもをはじめ、
地域の方々にあたたかい居場所を提供できたと考えて
います。食事の提供や季節ごとのイベントは、大変喜んで
いただき、親睦が深められました。
コロナ禍において、感染対策を徹底しながら、今後はさらに、
こども食堂ひだまりを多くの人に知っていただき、参加を呼
びかけていきます。

８
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