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社 協 だより
謹賀新年

ため、地域住民をはじ
めとした多様な主体の

皆さまにおかれましては、お健やかに新春をお迎

参画による地域づく

えのこととお慶び申し上げます。旧年中は「だれも

り、多分野間連携によ

が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福

る地域福祉のセーフ

祉のまちづくり」の実現に向け、さまざまな事業活

ティネットをより拡充

動に深いご理解とあたたかいご協力を賜り厚くお礼

していくことが求めら

申し上げます。

れています。

また、昨年の台風により被害に遭われました多く
の皆さまに心からお見舞い申し上げます。
複雑で多様な地域生活課題への対応や、災害にも

令和の新時代にふさわしい地域共生社会の実現に
向けて、本年もより一層のご支援とご理解ご協力を
よろしくお願い申し上げます。

対応できる平常時の見守りなどの取り組みを進める

赤い羽根
共同募金

令和２年元旦 役職員一同

ご協力ありがとうございました

昨年10月１日から12月31日までの期間、赤い羽根共
同募金運動を実施しました（12月は地域歳末たすけあい
運動）。皆さまには様々な形で募金運動にご協力いただき、
心から感謝を申し上げます。
河内長野地区募金会では運動開始の啓発を兼ねて、10
月１日に街頭募金運動(市内３駅と４か所の商業施設で実
施)を延べ208名の方の協力のもと実施しました。
寄せられた募金は大阪府共同募金会に集約され、福祉
のニーズに応じて翌年度助成されます。配分される助成
金は、福祉委員会が行うサロン活動・見守り活動・世代
間交流や、民生委員・児童委員が行う心配ごと相談など
に活用されています。地域の福祉活動を財政から支える
かけがえのないものとなっています。
共同募金運動の趣旨をご理解いただき、今後ともあた
たかいお力添えをお願いします。

10 月１日三日市町駅前の街頭募金の様子

令和元年度 河内長野地区募金会募金実績

実績額（令和元年 12 月４日現在）

種

別

戸

別

募

金

2,322,829

法

人

募

金

1,054,592

学

校

募

金

261,507

街

頭

募

金

296,702

関 係 機 関 募 金

692,500

合

実績額（円）

計

4,628,130

河内長野市社会福祉協議会では職員を募集しています
福祉のまちづくりに携わり、 私たちと一緒に地域から未来をつくりませんか？
詳しくは、 右記のホームページをご覧ください。
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あなたのまちにこんな活動

あなたのまちの

難病を持つひとのおしゃべり会

コンパス河内長野

民生委員・児童委員
おしゃべり会後の様子

学業、仕事、将来のことなど、他の患者さんはどん
なふうに考え、過ごしているのだろうか…
体調が悪いとき、
周囲に病気のことを話せないとき、
世の中から取り残されたような気持ちになることも。
そんな悩みや不安も同じ立場のひとに話し、聴くこと
で安心できたり、まだ頑張れると思ったりもできます。
３ヶ月に一度、当事者やその家族、支援してくださる
方などが集まり、おしゃべりやゲームをして、楽しい
時間を過ごします。保健所の方やC SW（コミュニ
ティーソーシャルワーカー）さんもおられますので福
祉の制度などお困りの方は相談もできます。
ひとりで考えて行き詰まってしまったとき、安心し

日

時：5、８、11、２月の第３土曜日
午後２時 ～４時
場 所：千代田公民館
参加費：200円（行事保険代を含む実費）
主 催：コンパス河内長野
共 催：いきいきネット相談支援センター
問い合わせ：☎ CSW野﨑 080 -1527- 4629
河内長野市以外にお住まいの方、
難病の確定診断をされていない方でも参加可能です。
お気軽にお問い合わせください。

て話ができる場所があります。

愛の献血にご協力ください
 寒さが厳しい時期には体調を崩
す方が多く、献血者が減少する傾
向にあります。
輸血用血液製剤には有効期限が
あり常に確保しておくには年間を通
じての献血が不可欠です。しかし、

9 月 22 日三日市だんじり献血の様子
（三日市町駅前にて）

右の通り
市内献血スケジュールを
お知らせします。

実施日
1月24日(金)
1月30日(木)
2月 1日(土)
2月 5日(水)
2月 6日(木)
3月17日(火)

開催場所
市立小山田小学校
市立三日市小学校
ＵＲ南花台団地第１集会所
市立千代田小学校
市立長野小学校
河内長野市役所市民サロン

献血に興味があるけど今一歩足を踏み出せな
い、献血を希望したがヘモグロビン濃度が足り
なくて献血できなかったなどのお悩みはありま
せんか？右記認定マークが掲示されている薬局

かわちながの社協だより

受付時間
10:00 ～ 12:00
14:00 ～ 16:30
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:00
13:00 ～ 16:00
10:00 ～ 12:00、13:00 ～ 16:30

※日程、時間は変更になることもありますので予めご了承ください。
※輸血時の安全性を高めるため400ｍＬ献血のみ実施します。

献血サポート薬局をご存知ですか？

2

少子高齢化が進み、若い人たちの
献血協力が減少しています。
新たに成人を迎える若者世代を
はじめ、多くの皆さまによるご理
解とご協力をお願いいたします。

No.117

～薬局で献血について相談ができます～

で、献血に対する正しい知識や食生活の相談
をすることができます。気になることがあり
ましたら是非ご相談ください。
問い合わせ：企画総務課

地域住民の立場に立って
地域の福祉を担うボランティアです
民生委員・児童委員とは
厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地

その他の活動
地域の見守り、安否確認、子どもたちへ

方公務員で、地域の身近な相談相手として、

の声掛け、施設などでの支援活動、各機関

各地域に担当の委員がいます。

との連携、災害時の支援、委員活動の宣伝

任期は３年（再任が可）
、無報酬で活動し

などさまざまな活動を行っています。また

ています。昨年12月１日一斉改選があり、

事務局が社協にあり、CSW（コミュニティ

166人の委員が新たに委嘱されました。ま

ソーシャルワーカー）との連携、福祉委員会

た各小学校区に１人、児童に関することを

への協力、社協主催事業への協力など、社

専門的に担当する「 主任児童委員 」の指名

協と協働して地域福祉活動を行っています。

を受けました。是非あなたの地区の民生委
員・児童委員をご確認ください。
（広報かわ

安心して相談を

ちながの１月号をご覧ください。
）

話をすることで気持ちが軽くなることも

どんな相談ができるの？
相談内容は医療や介護の悩み、妊娠や子
育ての不安、失業や経済的困窮による生活

あります。地域での相談活動の他に、社協
において月に２回心配ごと相談も開設して
いますので、気軽にご相談ください。

上の心配ごとなど広範囲です（右表参照）
。

平成 30 年度

守秘義務が課せられており他に漏れること

分

野

高

齢

1,996 件

障がい

266 件

子ども

2,288 件

その他

1,005 件

合

5,555 件

はありません。また相談内容に応じて、本
人の同意を経て適切な関係機関による支援
への「つなぎ役 」にもなります。

計

分野別相談件数
件

数
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汐の宮保育園

シリーズ
その13

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

フレッシュながの

社会福祉協議会

（大師町 26-1）

各 種 相 談 窓 口

悩みを抱えていませんか？
相談は無料、秘密厳守です。
詳しくは、本会ホームページ（事業一覧）をご覧
いただくか、直接本会までお問い合わせください。

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、

心配や不安だけど、どこに相談したらよいかわからないときは…

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。

みんな黙々と作業をこなし真面目
社会福祉法人

つばさの会

フレッシュながの

に一生懸命取り組んでいます。フ
レッシュながのの特徴としては、

河内長野市小山田町379 -1

仕事だけではなく仕事以外の行事

☎ 52 - 6700

が充実しているところです。リフ

「障がいによる生活のしづらさ
はあっても、障がい者としてでは
なく地域で暮らす１人の人間とし
て当たり前に生活していく」こと
を理念とし、日々活動しています。
利用者は、就労をめざしながら
主に内職作業の仕事をしています。

レッシュ的な意味もありますが、
仕事ができる＝就労できるとは限
らないことを利用者が身を持って
感じており、仕事以外の行事を通
してコミュニケーションの大切さ
を学んでいます。就労して卒業し
ていく利用者もおり、刺激を受け
ながら頑張っています。

園庭でもえんどう豆や苺、きゅう

内職作業の様子

■

連絡会への思い
障がい、高齢、児童の枠を超えて、

皆が安心して暮らせる共生社会を
作っていけたらいいなと思います。

たいと願っています。

社会福祉法人 たこう福祉会

りやなす、ピーマンも育てクッキ

河内長野市汐の宮町8 -39

り張り切っています。自分たちで

河内長野市の福祉施設が交流を

育てたものは苦手な物でも食べれ

持ち関係が深まっていけばいいな

るようになるので、不思議な力が

と思います。

汐の宮保育園
☎ 52 -1414

汐の宮保育園は河内長野市の北
に位置し、お散歩は、近鉄電車を
見たり、年齢によって嬉の田んぼ
や願照寺に行くことが多く自然の
中でたっぷり遊び、丈夫な体作り
をしています。また、嬉の農家の
方との交流が続いており田植えや
稲刈の体験もさせて頂いています。

ングをし、小さなコックさんにな

■

連絡会への思い

あるのに驚かされます。また、異
年齢のかかわりも大切にしてい
て、小さいクラスのお友達のお世
話を年長さんが見たり一緒にリズ
ムをしたり、運動会では縦割りの
入場行進でみんなを和やかにさせ
てくれます。これからも保育園と
保護者とともに子育てをして行き

キリンさんこんにちは！
（王子動物園遠足にて）

●福祉のなんでも相談 CSW（コ

うに、一緒に考えます。ご相談内

※日時は変更する場合があります。

ミュニティソーシャルワーカー）

容や居住地に応じて、担当のCSW

事前にお問い合わせください。

CSWは、身近な福祉の相談員

を紹介しますので、まずは本会ま

●女性の電話相談「さざんかの会」

です。地域の中の身近な相談窓口

でお問い合わせください。

として、福祉における悩みがある

●心配ごと相談

専門の研修を終了した相談員が
女性の方のお悩みを伺います。

方やそのご家族のさまざまな相談

～悩み・困りごと～など

に応じることができます。今後の

身近な存在、民生委員・児童委

生活が不安、近所の〇〇さんのこ

員に相談できる窓口です。家庭や

とが心配、どこに相談したらよい

身の回りの心配ごとなどを気軽に

▼☎ 65-0707

かわからない、などありません

相談できます。

※発 信電話番号表示（ナンバー

か？ご本人の希望をうかがって、

▼日時：毎月第２・４水曜日

必要に応じてみなさんが住みなれ
た地域で安心した生活ができるよ

▼日 時：毎週木曜日
午前11時～午後２時30分
（年末年始、祝日は休み）

ディスプレイ）機は利用してい
ません。

午前10時～正午（祝日は除く）
▼場所：社協

金銭面で生活にお困りのときは…
見込まれる経費。

がら、相談者自らが家計を再建出

“生活福祉資金貸付事業”は、
「低

◆生活困窮世帯が緊急的かつ一時

来るよう支援します。

所得者・障がい者、または高齢者

的に生計の維持が困難になった場

具体的には…

に対し、資金の貸付と必要な相談

合に、その自立に必要な経費。

◆家計状況の「見える化」と根本

支援を行う事業」です。
（実施主

◆このほかの目的に応じた貸付。

的な課題の把握・分析を行い、相

体は大阪府社会福祉協議会）対象

上記のお申し込みには条件があり

談者が自ら家計を管理できるよ

となる「資金」は、次の通りです。

ますので、詳細はお問い合わせく

う、相談者の状況に応じた支援計

◆経済的自立および在宅福祉、社

ださい。

画を一緒に考え作成します。

会参加の促進を図ることが見込ま

●生活困窮者家計改善支援事業の

◆給付・減免等の制度の紹介や、

●生活福祉資金貸付制度の窓口

れる経費。

窓口

必要に応じて生活福祉資金貸付の

◆学校教育法に規定する高校・短

家計の立て直しを一緒に考えま

あっせん等を行ないます。

大・大学、および高等専門学校に

す！家計のやりくりに不安のある

就学するのに必要な経費。

方や問題を抱える方からの相談に

◆失業や減収により生計維持が困

応じて、家計管理に関する助言や

難になり、生活再建を図ることが

関係機関への連携・調整を行いな

◆債務整理に関する支援を行います。

障がいや難病があり、どこかに相談したいときは…
●障がい児・者 相談窓口
「ピアセンターかわちながの」
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所や専門機関の紹介、地域移行・

なっております。

定着相談等、多岐にわたる相談を

▼問い合わせ

在宅の障がい児・者の自立と社

お受けしています。障がい者自身

ピアセンターかわちながの

会参加を支援するため、サービス

がカウンセラーとなり、相談に応

☎ 56-1690

の利用援助、計画相談支援、事業

じるピアカウンセリングもおこ

午前９時～午後５時30分

FAX 56-1692

かわちながの社協だより
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障がい者福祉センター「あかみね」からのお知らせ

福祉センター「錦渓苑」
福祉センター錦渓苑は、本会が指定管理者とな

錦渓苑では２つの福祉団体の事務局を行ってい
ます。

り、管理運営しています。
錦渓苑は、市内在住の概ね60歳以上の高齢者、
障がい者手帳所持者、母子家庭の母子などが利用

●河内長野市老人クラブ連合会

河内長野市老人クラブ連合会では、健康長寿延

伸を大きな目標の一つとして掲げ、高齢者の生き

できます。
錦渓苑には、お風呂（１回100円）や団体で趣

がいづくり、健康増進活動、相互支援、地域貢献

味のクラブやカラオケを楽しむ部屋があります。

など様々な事業を行っています。また、地域の各

また、囲碁・将棋やビリヤード、へルストロンの

クラブでは、健康増進活動や地域の清掃活動、学

利用など、毎日それぞれの楽しみ方で多くの利用

童の見守り活動、文化活動などを行っています。
健康長寿延伸のために老人クラブ活動に参加し

者が来館されています。
このほかにも、教養講座や季節に応じたイベン
トの開催、福祉センターまつりやロビーコンサー
トなど、市民の方が参加できる催しも行っており、

ませんか。
日本老年学的評価研究機構によると健康長寿の
秘訣として、

これらは河内長野市広報や錦渓苑のホームページ
に掲載しています。
新たな楽しみを見つけるために一度、福祉セン
ターを利用されてみてはいかがですか。
また、当セ

を図るために、
送迎バスを運
行しています。
詳しくは、お
福祉センターまつりの様子
（フラダンス教室による発表）

問い合わせく
ださい。

問い合わせ
（河内長野市大師町26 -1）
福祉センター「錦渓苑」
☎65 - 0123
▶開館時間：午前９時～午後５時
▶休館日：月曜日、祝日、年末年始

福祉手帳所持者及びその介護者

館内の活動だけでなく外出の支援を

◆ボランティア募集

お手伝いいただけるボランティアも

「あかみね」では地域の方々と一

スポーツ系・文化系共にさまざま

に充実した時間を過ごしませんか。

緒に活動しています。

なクラブ・教室があります。まずは

内容は、クラブ・教室の活動のお

見学・体験からどうぞ。送迎バスも

募集しています。活動を通して、共
対

①人との交流

④笑いのある生活

②仲間との運動

⑤地域組織への参加

③サロンへの参加

⑥地域で役割を担う

象：市内在住・在学・在勤のボ

運行しています。

手伝いや、利用者の方々と共に生産

ランティア活動に関心のあ

対

活動や創作活動・話し相手など活動

る人

象：市内在住の身体障害者手帳・

できる場がたくさんあります。
また、

療育手帳・精神障害者保健

ンティアをはじめようと考

ボランティア講習会のお知らせ
日

程：令和２年２月７日（金）

時

間：午後１時30分 ～４時

場

所：当センター

対

象：当センターで現在活動して

えている方
定

員：50名（定員を超える場合
は抽選）

申し込み：令和２年１月６日（月）

（受付は午後１時～）

～１月31日（金）

多目的ホール

持ち物：筆記用具

いるボランティア、または

ンターは、利
用者の利便性

教室・クラブに参加してみませんか

昨年のボランティア講習会の様子

これから当センターでボラ

問い合わせ

障がい者福祉センター「あかみね」
☎ 56-1590

FAX 56-1592

〒586 -0094

河内長野市小山田町 379 -16

土・日・祝日・年末年始は除く ▶午前９時～午後５時 30 分

６つが有効と言われております。

●河内長野市母子福祉会

河内長野市母子福祉会では、会員の親睦をはか

るため、春の一泊研修や、ひとり親家庭母と子の
交流会、料理教室「親子deエコ・クッキング」な
どの事業を行っています。
市内在住の母子家庭・寡婦の方ならどなたでも
加入して頂けますので、皆さんの入会をお待ちし
ています。
また、大阪府母子寡婦福祉連合会（母子連）で
は広報紙「大阪ぼしれん」の発行やくらし支援・
就業支援相談事業を行っています。

ピアカウンセラーとお話しませんか
ピアセンターかわちながので
は、ピアカウンセリング（当事
者相談）を実施しております。
聴覚障がい、肢体不自由、視
覚 障 が い、3人 の ピ ア カ ウ ン セ
ラーがおり、ご相談を受け付け
ております。お気軽にご相談く
ださい。

ピアカウンセリングとは
障がいのある人自身がカウンセラーとなり、ピアカウンセリングを行っ

ています。同じような障がいのある方々の思い・悩み・やりたいことを仲
間として相談できます。

同じ障がいのある人同士だからこそ痛み悩みを分かり合うことができ、

自分以外の人の体験、悩みを聴いていく中でつらいのは自分だけではない

と思えるようになります。
①精神的サポート

悩みや辛さなど心の内を聴き合って心の支え合いをするという役割
②自立のための情報提供
自立生活のための知識や経験などの情報交換を行う役割
相談以外に、サロン活動もしております。情報交換をしたり、一緒に体
を動かしたり、製作したり、さまざまなことをしております。

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする

相談日

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
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河内長野市社会福祉協議会

かわちながの社協だより

No.117

合同サロンで「卓球バレー」をしました♪

問い合わせ

● 聴覚障がい…第1・2・3火曜日（10：30 ～ 15：00）
● 肢体不自由…第1・2・3水曜日（10：30 ～ 15：00）
● 視覚障がい…第1・2・3木曜日（10：30 ～ 15：00）

※曜日や時間について、変更することがありますので事前にご予約ください。

障がい者福祉センター内２階 ピアセンターかわちながの
☎ 56 -1690

FAX 56 -1692 土・日・祝日・年末年始は除く ▶午前９時～午後５時 30 分

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

かわちながの社協だより

No.117
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Information

1月

3月

千代田地区「いきいき介護フェア」

広報誌作成ボランティア講習会

日時：３月８日（日）午後１時 ～ ４時30分

「広報の仕方がわからない」ということはありま

場所：千代田公民館

せんか？広報に望んだ効果を出していく為には、あ

内容：・介護や医療に関する講演及び介護用品等の

なたが所属する地域の活動を理解することで周りに

展示

伝えることができます。自分達の活動を上手く広報

・講演会「くちが弱わればからだも弱わる」
生地歯科

歯科医師

生地

孝至氏

できると「新しい仲間」も増えます。２日間を通し
て、その考え方や手法について学びます。
日時：１回目２月18日（火）

・野ぎくの会（女声コーラス）
主催：
千代田地区いきいき介護フェア実行委員会
(楠小学校区福祉委員会、千代田東地区福祉

２回目２月25日（火）
両日午後１時30分 ～３時30分

委員会、河内長野市市民保健部高齢福祉課、

場所：キックス３階大会議室AB

西部地域包括支援センター、東部地域包括

申し込み：２月５日（水）～２月21日（金）

支援センター、パナソニックエイジフリー

問い合わせ：
地域福祉課

ショップ、福祉用具つるとかめ、市立千代
田公民館、河内長野市社協)

軽自動車を寄贈していただきました！
生命保険協会大阪府協会より軽自動車を寄贈して

地域ささえあいフォーラム

いただきました。ホームヘルプ事業で活用させてい

日時：３月14日（土）午後２時 〜４時

ただきます。

（開場は午後１時30分）
場所：キックス４階イベントホール
内容：講演会等
講師：一般財団法人
協会

医療経済研究・社会保険福祉

医療経済研究機構

兼研究総務部次長

研究部主任研究員

服部

真治氏

のかけは
ころ
し

こ

問い合わせ：地域福祉課

令和元年８月～ 11月分
（順不同・敬称略）

社会福祉法人

☆一般寄付 計10,000円 松田加代子
☆善意銀行
○現金 計85,100円
一般預託：▼家庭連合富田林教会・匿名１件
指定預託：▼デモクラティックスクール
ASOVIVAへ《匿名１件》
▼ゲンキアル力の活動へ《服部成江》
○物品
一般預託：▼小泉ヨシ子・第一生命労働組合
大阪南営業職支部・匿名３件

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７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 ●

名鉄観光
サービス
（株）
大阪団体支店

〒542-0076

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

●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。

