ふぁいんデイ2
ファインおおさかサポーターズ★ニュースレター

Fine Day for Active Senior

INFORMATION

ファイン財団からのお知らせ
読

おかげさまで、大型児童館ビッグバンの入館者が300万人を超えました！

Vol.

（2割引）

これを記念して会員の皆さま

入館料割引クーポン

発行：
（財）大阪府地域福祉推進財団（ファイン財団）

★入館時に、
この
「ふぁいんデイVol.2」
をご提示ください★
※適用期間：H22.3.1〜3.31
レゼント
者プ

読

2

2月7日にビッグ・アイ
で実施した「バリアフ
リ ー ア ー トア カデ
ミー ハートフルフェス
タ」に出演された綾戸
智恵さんのサイン色紙
をプレゼントします。

プレゼント
＆
読者の宝箱

1

さらに！

ビッグ
「ワニタ バンキャラク
ン」
ぬいぐる ター
みなどを
抽選

※クーポン１枚につき6名様まで、
来館当日に限り有効
※このクーポンと他の割引との併用はできません。

綾戸智恵さん
サイン色紙

レゼント
者プ

で10名
様に
プレ

《応募 ゼント!!
先は下
記》

バリアフリー2010開催！
入場
高齢者・障がい者の快適な生活を
提案する総合福祉展を開催します。 無料

期間：平成22年4月15日(木)〜17日(土)
会場：インテックス大阪
17時
10時〜
主催：
（社福）大阪府社会福祉協議会・テレビ大阪
共催：
（財）大阪府地域福祉推進財団

抽選で5名様

ホームページ http://www.itp.gr.jp/bf/

〒5400012 大阪市中央区谷町5413 谷町福祉センター内
応募（財）
大阪府地域福祉推進財団
「ふぁいんデイ」
係
方法 ハガキに住所・氏名・年齢・電話番号・今号の感想等を記入して郵送してください。

プレゼント締切
3月23日
（火）

※作品等は封書・宅急便でも受けつけております。思い出の品は写真に撮ってお送りください。なお、プレゼントの当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

大阪府高齢者大学校 実践研究部・ゼミナール部受講生募集!
老人大学、高齢者アクティブシニア講座、SA講座、大阪府高齢者大学校を修了（予定）の方を対象に募集。平成22年4
月〜平成23年3月の1年間
（週1回・年間30回）
。
詳しくは、
大阪府高齢者大学校へお問合せください。
TEL：06-6571-5511 ホームページ http://okd-oﬃce.hp.infoseek.co.jp/

財団ホームページ・ブログでも
様々な情報をご案内しています

ホームページ
スタッフブログ

http://www.fine-osaka.jp/
http://ameblo.jp/fine-osaka/

ファインおおさかサポーターズ募集のお知らせ
ご入会の方には、今ならオリジナル「ファイン手帳（３年手帳）」をプレゼント！ その他にも、
お得な割引情報やイベント案内をニュースレターとともにお届けします。財団の設立趣旨に
ご賛同いただける個人・団体であればどなたでもご入会いただけます。
（年度会費：個人
２千円、法人３万円）ぜひ、
この機会にご入会ください！

海 外 の シ ニ ア ラ イ フ っ て？

法人会員のご紹介

Hirashiki’s Overseas Report Vol.2

「年齢で差別しない」
ファインエイジの会

Let sいい時間！

ねんりんピック北海道・札幌2009
こちら活組

（株）アシックス関西支社、
（株）栄進、
（社福）大阪府総合福祉協会、大阪府都市開発（株）、大阪府民生委員児童委員協議
会連合会、
（株）学校事務機センター、
（社福）聖徳会、
（株）宣成社、泉南市民生委員児童委員協議会、大都美装（株）、高石
市民生委員児童委員協議会、中條建設工業（株）、富田林市民生委員児童委員協議会、
（株）８８観光、非営利団体 記録映
画を見る会、
（社福）ひらかた聖徳園、富士テレコム（株）、
（ 有）ぷらす、
（ 社）へレン・ケラー世界会議サポートプロジェクト、
（社福）豊年福祉会、丸大食品（株）関西特販営業部、
（社福）美樹の園、
（有）リアライズ、
（社福）若江学院
【50音順】

喜びや悔しさ、
青春はスポーツで！

ふぁいんデイ vol.2
2010 年 2 月

おおさかシニアサポーターバンクの活躍② おもしろ算数教室

ファインエイジの会

人気企画をご紹介！

平 成22年初詣

発行：
（財）大阪府地域福祉推進財団（ファイン財団） TEL: 06-4304-0294
〒540-0012 大阪市中央区谷町5-4-13 谷町福祉センター内

制作：株式会社宣成社

Letʼsいい時間！
（土）
１月９日

〜大阪 なにわ のど真ん中〜

北浜駅 少彦名神社＆くすりの道修町資料館
堀川戎神社 露天神社 御霊神社
座摩神社
（陶器神社） 南御堂
難波神社 心斎橋駅

大阪のオフィス街の中に、異空間のように静かな佇まいの神社があちらこちらにあるのをご存知ですか？新年第一弾はそんな
大阪のど真ん中に
「お座す」神々に、初詣に行ってきました。“えべっさん”で賑わう堀川戎で
「福」
を授かり、御堂筋付近にお座す
神々に今年の 開運と安全 をお願いしてきました。
神社付近で会社勤めされていた方からは、
「会社は神社の隣だったのにじっくり見学したのは今回初めて」
「イベントに参加し
てちょっぴり“博学”になった」
などの声が！長年大阪にいて名前は知っていても、
じっくり案内してもらうのは初めてで、今回のイ
ベントがなければ知らないままだったとの感想もありました。
御霊神社で権禰宜さんの説明に聞き入る皆さんの姿や、案内役の
イベントリーダーにご夫婦でするどい質問をする場面などが印象的でした。
わ

安 倍の文殊 から おふさ観音 へ
長寿道ウォーク

童 謡・唱歌・愛唱歌を

日（木）
1月22

桜井市の日本三文殊で有名な
安倍文殊院 から、畝傍の おふさ
観音 までのいわゆる長寿道を歩
き、
『ぼけ封じ』
祈願をしました。
安倍文殊院では、抹茶のご接待
を受けながら住職より
『頭からのぼ
け』
封じの秘策を授かりました。
また、
“おふさ観音”ではご本尊前で
『身体からのぼけ』
封じを祈願。
今年も元気で楽しい一年を！！

日（月）
1月25

一緒に歌いませんか⑧

皆さんお待ちかね！今回で８回目となる“童謡・唱歌・
愛唱歌を一緒に歌いませんか？”
５線符の上に踊るオタマジャクシを追いながら、
『たん
ぽぽ』
を久しぶりに歌う！それぞれの思い出の唱歌を、
ピ
アノ伴奏にあわせて合唱。
身振り・手振りを交えながらだ
んだんと“のって”くる皆さん。元気な歌声で、新春の午後
のひと時を楽しく過ごしました。
ぼけ封じの祈祷札

今後のおススメ

イベント
目白押し！

京都洛北から岩倉の里の名刹巡りと、国立京都国際会館を訪ねる
4月13日（火）
【歩行距離7.4㎞

難度★★★（途中ややきつい登り坂あり）】

旧西国街道ウォーク① 京都東寺口から東向日町へ
4月21日（水）
【歩行距離9㎞

難度★★★（平坦）】

淀川河川公園の自然探索と、赤川鉄橋を渡って城北公園へ
4月28日（水）
【歩行距離7㎞

難度★★★（平坦）】

「ファインエイジの会」

他にもイベント盛りだくさ
ん！同封の「イベント案内」
をご覧ください。
お問合せ
ファインエイジの会

06-4304-0294
（金曜13〜16時）

寺社や史跡巡り、
自然や新しい施設見学を楽しむハイ
キングといった活動から、
室内では健康や歴史講話、
趣
味、
体験発表までバラエティーにとんだイベントを実
施！その数、
年間50件を超え、
「イベント案内」
は定期的
に
「ファインおおさかサポーターズ」
の方へ送るお便り
に同封しています。

