かわちながの

心の病をもつ人の家族による家族学習会

福祉センターまつり開催

とにかく不安でしかたがない、病気のことをもっ

日時

12月 7 日
（土）午前10時～午後３時

と知りたい、当事者とどう関わればよいのか困って

場所

福祉センター「錦渓苑」

いる、他の人達はどんなふうに暮らしているか知り

内容

クラブ・教室の発表および作品の展示、模擬店他

たい、など様々な思いを抱えていらっしゃるご家族

問い合わせ

同センター

☎65-0123

の方、どうぞご参加ください。精神疾患の方を家族
にもつ会員５名が担当します。
対象

統合失調症など精神疾患の方を家族に持ち、
全日程に参加できる人

日時

①10月30日（水）
「統合失調症を知りましょう」
②11月14日（木）

場所

障がい者福祉センター「あかみね」全館

内容

①クラブ・教室の発表および作品の展示

「統合失調症の経過・状況とその対処」

今年も10月 1 日から 3 か月間にわたり、全国一斉に赤い羽

③昼食コーナー

「住みたい街で暮らし続けるために」

根共同募金運動が始まります。この運動は、誰もが安全・安

同センター

心に暮らせる街づくりを目指して行われており、地域福祉の

☎56-1590

充実・強化を財政面で支える大きな力となっております。

⑤12月25日（水）
「家族自身が元気を保つために」

女性電話相談（さざんかの会）

※いずれも午後１時～４時
ノバティホール会議室A
（ノバティ南館３階

日時

河内長野駅下車）

午前11時～午後２時30分

（年末年始、祝日は休み）

10人程度（先着順）

参加費

毎週木曜日
☎65-0707

2,500円

秘密厳守・相談無料・ナンバー

（テキスト・資料代等
申し込み・問い合わせ

全５回分含む）

河内長野地区募金会では、目標額を6,700,000円と設定し、
戸別募金・法人募金・学校募金・街頭募金・関係機関募金活動・
その他募金を実施します。
お寄せいただいた募金は、大阪府共同募金会を経て翌年に
福祉施設や社協などに配分され活用されるほか、災害時の備
えのために使われています。
今年も皆様のご協力をお願いします。

ディスプレイ（発信電話番号表

10月21日
（月）までに

示）はしていません。

昨年度の実績

河内長野市精神障がい者家族会わかば会
で みず

種

出水まで（090-9213-3341）

のかけは
ころ
し

こ

担当

☆一般寄付

計68,000円

川端弓子・谷口和代・匿名１件

☆善意銀行
○現金

計10,000円

指定預託：▼障がい者福祉センター「あかみね」へ《匿名
１件》

令和元年５月～令和元年
７月分（順不同・敬称略）

一般預託：▼近畿大学校友会
株式会社

名鉄観光
  サービス
（株）
大阪団体支店

〒542-0076

○物品
河内長野支部・カネ増製菓

大阪市中央区難波4 ー 7 ー 14
難波フロントビル11階

TEL 06-6645-8080 FAX 06-6645-8090
担当：安司 康信

別

今年度の配分金
実績額（円）

別

募

金

2,553,708

い た 募 金 の 実 績 は5,051,202円

法

人

募

金

1,238,309

でした。また、令和元年度配分金

学

校

募

金

283,625

街

頭

募

金

2,370

関 係 機 関 募 金

964,784

※

そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー）
合

計

募金は中止しました。

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町26-1
TEL. 0721-65-0133（代表） FAX. 0721-65-0143
次号は
令和 2 年１月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

● ご意見・ご感想をお寄せください ●

昨年度、皆様からご協力いただ

戸

8,406
5,051,202

※昨年は台風接近のため、10月 1 日の街頭

社会福祉法人

千代
 田バラエティフェスタでの
募金活動の様子

問い合わせ

④12月11日（水）

定員

ご協力をお願いします

クラブの演奏会

「統合失調症の治療と支援」

場所

「赤い羽根共同募金運動」
に

②光丘ギターマンドリン

③11月28日（木）

河内長野市社会福祉協議会

じぶんの町を良くするしくみ

   〜あかみねウインターソニック〜
12月14日
（土）午前10時～午後３時

社会福祉法人

社 協 だより

あかみねウインターフェスティバル2019 開催
日時
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2019 年（令和元年）10 月１日発行

▼

Information

10月 12月

として、ちづる保育園に施設整備
費として631,000円助成されて
い る ほ か、 社 協 へ3,291,729円
助成され、配分金は下記の事業に
活用されています。

▲加賀田小学校区福祉委員会ふれ
あい交流会での募金活動の様子

●地区(校区)福祉委員会事業への助成
●心配ごと相談事業
●スロープ付き自動車の貸出し事業
●地域の福祉活動を知っていただくための広報活動

●社協ホームページ
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/
●社協ブログ
http://ksyakyou.blog90.fc2.com/
●社協ツイッター
https://twitter.com/ksyakyou
●在宅福祉課
http://kawachinaganoshishakyo.or.jp/zaitaku/
●ピアセンターかわちながの
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/peer/
●障がい者福祉センター「あかみね」http://www.pure.ne.jp/~akamine/
●福祉センター「錦渓苑」
http://business4.plala.or.jp/kinkeien/
この広報誌の発行には赤い羽根共同募金助成金の一部を活用させていただいています。
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地域の
居場所の紹介

憩い

の場

1/ffのゆらぎ
エフエフぶんのいち

気兼ねなく誰かとしゃべって、
笑って、ほっとして…

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

シリーズ
その12

日東町

主催されている首藤さんご夫妻にお話を伺いました

音楽やゲーム、創作活動等、様々なプ
社会福祉法人 大阪府障害者福祉事業団

ログラムを提供しています。また、ボ

河内長野市西之山町2-21

ンス」は、とても好評で参加された方

地域生活総合支援センターきらら

針に糸を通すお手伝いをす

が交流できる場があれば、という思いで昨年１月に

ることもあります。パソコ

立ち上げました。オープン前には来られる方が安心

ンや電化製品の使い方がわ

して過ごしていただけるよう日東町の自宅を改装し

からないなどの相談を受け

たり必要な手続きをしました。一年半を過ぎた現在

ることもあります。このあ

分らしい生活がおくれるような支援を

は週３日（火・木・土）の開催日に毎回３～ 10人

たりも気がつけば高齢のお

心がけています。施設内では「生活介

の方が来られています。お一人でもグループでもみ

一人暮らしが増え、近くの

なさん思い思いに過ごされていて、ご希望があれば

商店も閉じて寂しくなりま

自家焙煎のコーヒーやお好きな音楽で楽しんでいた

した。家族がいても日中は

だくこともできます。

ずっとひとりで家にいた

☎53-5988

誰もが地域で安心していきいきと自

護・就労移行支援」の日中系サービス
と「グループホーム」のバックアップ
を行うと共に、地域に拠点を設置して、
こども発達支援センターや障害者就
憩いの場 1/ff のゆらぎの看板

も話さんやろなあと思ってたけど、ここでしゃべれ

言えない人が意外と多いなという実感があります。

て笑えて…来てよかったわ」と言われたこと。家族

そういった環境のなか、ここはちょっとした生活の

をデイサービスに送り出した後買い物に行く元気が

困りごとや不安を解消できる良い情報交換の場にも

なくて「一緒にお昼ご飯食べよう」と来られる方も。

なっています。お話の内容によって専門家に橋渡し

「今日はちょっと頼みごとがあるんや」と言われ、

をすることもできます。
これからの夢はこの憩いの場のことをもっと知っ
てもらい、趣味を通じていろんな世代の人との交流
を広げること。クラシック音楽愛好会『KCL』（夜
に開催）
、
４月から編み物を楽しむ
『あみあみくらぶ』

業・生活支援センター等の事業を実施
しています。
生活介護では、利用者一人ひとりに
豊かな時間を過ごして頂けるように、

や『写 経 会 』も始まりました。興味のある方はぜ
ひ一度お越しください！（ホームページ https://
efuefubunnoichinoyuragi.jimdo.com）

生活支援コーディネーターより
「1/ffのゆらぎ」は、
楽しい話題の尽きないオーナーと、
優しい笑顔でじっくりお話を聞いてくれる奥さんが迎え

所

在

地：大阪府河内長野市日東町 7 番13号

問い合わせ：080-5718-9628

きはこちらをご紹介し取り組み方などを参考にしていた
だくことも多いです。
少子高齢化や核家族化によって地域のつながりが薄れ

てくださる、穏やかでとても居心地の良い居場所です。

るなか、地域のなかで人と人とがつながる機会が増えて

ぎりぎり赤字にならない程度で運営し、ご自身も楽しみ

いくことが必要とされています。このような活動に関心

ながら自然体で地域に溶け込んでおられ、利用者もクチ

のある方は、社協の生活支援コーディネーターがお手伝

コミなどでじわじわと増加中です。生活支援コーディ

いさせていただきますので是非お気軽にご相談ください。
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の満面の笑顔がはじけています。
就労移行支援では、就職、職業生活
を目指して、軽作業や清掃、パソコン

就労移行支援で作業活動の様子

を活用した事務作業等に取り組んでい

方にマジックショー等を披露していた

ます。

だきました。様々な機関の方にも模擬

グループホームは、施設でもなく家

店で大いに盛り上げていただき、地域

庭でもない暮らし方としての選択肢の

との交流を深めています。

ひとつで、数人の仲間とともに生活し

■ 連絡会への思い

ます。身の回りのこと、健康や金銭管
理等ご本人の希望を聞きながら必要に
応じてお手伝いします。

施設同士で色んな話ができるよう
に、顔の見える関係を作っていきたい

年に一度開催している「きららまつ

です。また利用者にとって河内長野市

り」ですが、昨年は利用者の方による

が、住みよいまちになることを願って

カラオケ大会や地域のボランティアの

います。

社会福祉法人川上会

けています。食事にも力を入れており、

河内長野市寺元501-1

おやつを提供しています。また、園庭

観心寺保育園
☎ 65-0050

観心寺保育園は自然に囲まれてお

園内で手作りした栄養満点のお給食と
には土山があります。地面には、自然
にできたでこぼこもあり、そこで遊ぶ
ことが、しっかりとしたからだ作りに

動物のお家かな？
（クラスの積み木コーナーにて）

も繋がっています。

たちと地域の人が関わるきっかけとなり、

り、子どもたちはその中でのびのびと

毎年１回、老寿サナトリウムを子ども

遊んで過ごしています。生きる喜びを

たちが訪問し、高齢者と手遊びや肩たた

感じ、まずは、自分のことを大好きに

きなどの交流をしています。また、毎月

なってもらえるようにとの思いを込

発行している園だより「やまのこ」を、

め、子どもの主体性を大切に一人ひと

近所に訪問し手渡ししています。子ども

お互いが喜んで会話を楽しんでいます。

■ 連絡会への思い
それぞれの施設が手を取り合い、子ど
もたちの幸せにつながればと思います。

ネーターが居場所の立ち上げについてご相談を受けたと

問い合わせ：地域福祉課 ☎0721-65-0133

2

ランティアの方もお招きした「音楽ダ

りに寄り添った保育を開園当初から続

し ゃ きょう え

憩いの場 1/ff のゆらぎの前にて
（左：首藤博彦さん、右：首藤善子さん）

観心寺保育園

地域福祉の向上や地域貢献活動に取り組むことを目的としています。

近くの方がふらっと立ち寄れるところに人と人と

り、困っていても助けてと

社会福祉協議会

（大師町 26-1）

連絡会は、社会福祉施設と社協が連携し、様々な地域課題に取り組み、

す どう

うれしかったのは、利用者の方から「今日は誰と

地域生活総合支援
センターきらら

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする
ホーム・ガイドヘルパースタッフ募集中！
資格 ①登録ホームヘルパー
（介護福祉士、ホームヘルパー２級、初任者研修修了者）
②登録ガイドヘルパー
（視覚・全身性・知的障がい者のガイドヘルパー養成研修修了者）
時間 5:00 ～ 23:00 ※曜日、時間はご相談に応じます。
給与 時給 1,200 円～ 1,880 円 ※時間帯などによる。
応募 まずは、お気軽にお電話ください。

社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町 26-1 TEL. 0721-64-9000 FAX. 0721-64-0222
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かわちながの

心の病をもつ人の家族による家族学習会

福祉センターまつり開催

とにかく不安でしかたがない、病気のことをもっ

日時

12月 7 日
（土）午前10時～午後３時

と知りたい、当事者とどう関わればよいのか困って

場所

福祉センター「錦渓苑」

いる、他の人達はどんなふうに暮らしているか知り

内容

クラブ・教室の発表および作品の展示、模擬店他

たい、など様々な思いを抱えていらっしゃるご家族

問い合わせ

同センター

☎65-0123

の方、どうぞご参加ください。精神疾患の方を家族
にもつ会員５名が担当します。
対象

統合失調症など精神疾患の方を家族に持ち、
全日程に参加できる人

日時

①10月30日（水）
「統合失調症を知りましょう」
②11月14日（木）

場所

障がい者福祉センター「あかみね」全館

内容

①クラブ・教室の発表および作品の展示

「統合失調症の経過・状況とその対処」

今年も10月 1 日から 3 か月間にわたり、全国一斉に赤い羽

③昼食コーナー

「住みたい街で暮らし続けるために」

根共同募金運動が始まります。この運動は、誰もが安全・安

同センター

心に暮らせる街づくりを目指して行われており、地域福祉の

☎56-1590

充実・強化を財政面で支える大きな力となっております。

⑤12月25日（水）
「家族自身が元気を保つために」

女性電話相談（さざんかの会）

※いずれも午後１時～４時
ノバティホール会議室A
（ノバティ南館３階

日時

河内長野駅下車）

午前11時～午後２時30分

（年末年始、祝日は休み）

10人程度（先着順）

参加費

毎週木曜日
☎65-0707

2,500円

秘密厳守・相談無料・ナンバー

（テキスト・資料代等
申し込み・問い合わせ

全５回分含む）

河内長野地区募金会では、目標額を6,700,000円と設定し、
戸別募金・法人募金・学校募金・街頭募金・関係機関募金活動・
その他募金を実施します。
お寄せいただいた募金は、大阪府共同募金会を経て翌年に
福祉施設や社協などに配分され活用されるほか、災害時の備
えのために使われています。
今年も皆様のご協力をお願いします。

ディスプレイ（発信電話番号表

10月21日
（月）までに

示）はしていません。

昨年度の実績

河内長野市精神障がい者家族会わかば会
で みず

種

出水まで（090-9213-3341）

のかけは
ころ
し

こ

担当

☆一般寄付

計68,000円

川端弓子・谷口和代・匿名１件

☆善意銀行
○現金

計10,000円

指定預託：▼障がい者福祉センター「あかみね」へ《匿名
１件》

令和元年５月～令和元年
７月分（順不同・敬称略）

一般預託：▼近畿大学校友会
株式会社

名鉄観光
  サービス
（株）
大阪団体支店

〒542-0076

○物品
河内長野支部・カネ増製菓

大阪市中央区難波4 ー 7 ー 14
難波フロントビル11階

TEL 06-6645-8080 FAX 06-6645-8090
担当：安司 康信

別

今年度の配分金
実績額（円）

別
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金

2,553,708

い た 募 金 の 実 績 は5,051,202円
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人

募

金

1,238,309

でした。また、令和元年度配分金

学

校

募

金

283,625

街

頭

募

金

2,370

関 係 機 関 募 金

964,784

※

そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー）
合

計

募金は中止しました。

河内長野市社会福祉協議会

〒586-0041 河内長野市大師町26-1
TEL. 0721-65-0133（代表） FAX. 0721-65-0143
次号は
令和 2 年１月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

● ご意見・ご感想をお寄せください ●

昨年度、皆様からご協力いただ

戸

8,406
5,051,202

※昨年は台風接近のため、10月 1 日の街頭

社会福祉法人

千代
 田バラエティフェスタでの
募金活動の様子

問い合わせ

④12月11日（水）

定員

ご協力をお願いします

クラブの演奏会

「統合失調症の治療と支援」

場所

「赤い羽根共同募金運動」
に

②光丘ギターマンドリン

③11月28日（木）

河内長野市社会福祉協議会

じぶんの町を良くするしくみ

   〜あかみねウインターソニック〜
12月14日
（土）午前10時～午後３時

社会福祉法人

社 協 だより

あかみねウインターフェスティバル2019 開催
日時
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▼

Information

10月 12月

として、ちづる保育園に施設整備
費として631,000円助成されて
い る ほ か、 社 協 へ3,291,729円
助成され、配分金は下記の事業に
活用されています。

▲加賀田小学校区福祉委員会ふれ
あい交流会での募金活動の様子

●地区(校区)福祉委員会事業への助成
●心配ごと相談事業
●スロープ付き自動車の貸出し事業
●地域の福祉活動を知っていただくための広報活動

●社協ホームページ
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/
●社協ブログ
http://ksyakyou.blog90.fc2.com/
●社協ツイッター
https://twitter.com/ksyakyou
●在宅福祉課
http://kawachinaganoshishakyo.or.jp/zaitaku/
●ピアセンターかわちながの
http://www.kawachinaganoshishakyo.or.jp/peer/
●障がい者福祉センター「あかみね」http://www.pure.ne.jp/~akamine/
●福祉センター「錦渓苑」
http://business4.plala.or.jp/kinkeien/
この広報誌の発行には赤い羽根共同募金助成金の一部を活用させていただいています。

かわちながの社協だより
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