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社 協 だより
河内長野 まちを
の
もっと暮ら
しやすく
「赤い羽根共同募金運動」
にご協力を

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
根共同募金運動が始まります。この運動は、誰もが安全・安心
に暮らせる街づくりを目指して行われており、地域福祉の充実・
強化を財政面で支える大きな力となっております。

昨年の街頭募金
の様子

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
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助成されます。今年も皆様のご協力をお願
いします。
※税制上の優遇措置があります。詳しくは社協まで問い合わせください。

昨年度の実績
種

別

今年度の助成金

実績額（円）

戸

別

募

金

2,652,803

法

人

募

金

1,164,280

学

校

募

金

392,924

街

頭

募

金

162,954

関 係 機 関 募 金

980,323

そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー）
合

計

5,116
5,358,400

昨年度、皆様からご協力いただいた募
金の実績は5,358,400円でした。そのう
ち3,555,681円（約66％）が社協へ助成
されています。助成金は下記の事業に活
用されています。

▲ハートフルベンダーは、いつ
でも、だれでも簡単に募金の
できる自動販売機です。市内
に は、 社 協 事 務 所 前 と ラ ブ
リーホールに設置しています。

●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
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ふえています

老人保健施設 あかしあ

シリーズ
その6

長野保育園

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

住み慣れた地域で生涯にわたり心豊かに安心して暮らすことは、誰もが望

社会福祉協議会

むことです。しかし、少子高齢化、核家族化や一人暮らし高齢者や高齢者夫

地 域の

（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、

婦のみの世帯の増加などが進んでいます。そのような中、地域からの孤立や
近隣住民との関係の希薄化、老老介護、貧困、高齢者だけではなく40 〜 50
代でも発生している孤立死等、様々な課題が増えています。孤立化の防止や

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。

異変の早期発見、地域での見守り・支援を進めるために、誰もが気軽に集え
る居場所づくりを進めています。今回は、住民が主体となって活動・運営し

社会福祉法人 長野社会福祉事業財団

長野保育園

河内長野市古野町2‑14

☎ 52 5917

河内長野市あかしあ台2‑6‑11

在宅復帰・社会

「あいさつの徹

を目的に、そし

柱が特徴です。

集うために、交流するために
福祉委員会による

復帰できること

底」「立腰教育」

特性に応じて、安心して暮らせるまちづくりの実現を目指し、900名を超える福
祉委員が活動しています。

安心して生活を

「履物の指導」

その活動の一部に、高齢者・障がい者・子育て中の親等を対象にしたサロン活

送ることができ

等により、小学

る よ う、 入 所

フィリピン留学生との交流会

校就学前に身に

つけておくべき「しつけ」を徹底しています。また、
右脳教育（英語で歌う、徒然草を暗唱、フラッシュ
カードなど）や和太鼓指導や体づくりの運動（跳び
箱・スイミングなど）の徹底により、知育と感性を
育てています。

毎年、長野中学校区健全育成会主催のほのぼの

フェスタや河内長野 東 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 主 催の
そう

「歌・踊・奏 」発表会に和太鼓で出演しています。
日頃の成果を大きな舞台で発表する事は、子ども達
にとって良い経験となっています。

また、新制度移行により、来年度には認定子ども

園に移行する予定です。

連絡会への思い

サービス（施設

今後も勉強の機会をいただき、より地域との絆を

深めていきたいと思います。

動があります。サロンの名称は「子育てサロン」や「ふれあい喫茶」や「食事会」
一人ひとりに応じたリハビリの訓練内容を
提供しています

入所、ショート

ています。中でもリハビリテーションには力を入れ
ています。入所サービスやデイサービスには、日頃
から踊りなどのボランティアの方々にも来ていただ
いており、大変お世話になっています。

また、今年度より日本語学校に通うベトナム人留

学生を受け入れて、
スタッフとして活躍しています。
勉強熱心で積極的な学生たちなので、利用者は元気
をもらい、職員は刺激を受けています。

連絡会への思い

交流を図り、情報や課題の共有が出来ればいいな

と思います。

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。
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キックス１階集会場で開催した西之山町地区の「食
事会」では、食事の前に皆で健康体操を行いました

地域共生型みんなの食堂「ごはんやday」

24時間対応の定期巡回・随時対応サービス）を行っ

ホーム・ガイドヘルパースタッフ募集中！

河内長野市社会福祉協議会

近くでやっているなら行ってみようかな？次はいつ開催するのかな？など、興
味がある方は社協まで問い合わせください。

訪問リハビリテーション、
通所リハビリテーション、

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする

社会福祉法人

など。また開催状況・参加対象者などは地域の実情に応じて様々です。

ステイ）と在宅サービス（居宅介護支援、訪問介護、

■

地域の居場所

福祉委員会は、市内15の地域において住民が主体となり、それぞれの地域の

て在宅復帰後も

「服育」「食育」

■

色んな人と関わりたいなあ、などお考えの方、一度参加しませんか？

☎ 56‑8500

一日でも早く

「学び」の二本

よう

ちょっと外に出たいなあ、誰かとお喋りしたいなあ、友達を作りたいなあ、

老人保健施設 あかしあ

「しつけ」と

か

ている、居場所を紹介します。

社会福祉法人 慈恵園福祉会

古民家「市町diary」
（市町634）では、
毎月１回みんなの食堂を開催していま
す。地域の方々から提供して頂いた無農
薬野菜を中心に、安心食材を使った食事
を作っています。河内長野市内の方なら

７月から加賀田地区でも「ごはん
やday」がスタートし、徐々に活動
が広がっています。

どなたでも参加できます。学習サポート
コーナーもあり、子ども達はご飯が出来
るまで宿題をしたり、地域の方とゲーム
をしています。世代や立場を超え、みん

地域の方、お手伝いの方、子どもたち、
皆でテーブルを囲んで食事をしています

なでお喋りしながら食べるとより一層楽
しい食事の時間になります。
参加方法

募集期間内に社協までご予約ください。

今後の予定

10月13日（金）晩ごはん（予約は10月２日〜）

参

加

費

19歳以上200円

18歳以下無料

※定員各40名（先着順)

11月10日（金）晩ごはん（予約は10月30日〜）

居場所をもっと
充実させるために
ささえあいの集い

「ごはんやday加賀田」の
今後の予定
日時

10月31日（火）
午後４時〜オープン
〃 ６時〜食事

場所

大矢船自治会別館（大矢船北
町20 大矢船第１公園隣り）

※詳細は社協まで問い合わせください。

すべての高齢者がいきいきと社会参

域で開催したいと考えている人、参加

加を続けていくことが介護予防にもつ

してみたいと思っている人が意見交換

ながります。社会参加の場の一つとし

し地域全体で交流の場づくりの機運を

て、気軽に集える交流の場があります。

高めていくために開催します。興味が

ささえあいの集いでは、気軽に集え
る交流の場をより多くの地域で開催さ

ある方は社協まで問い合わせください。
次回

れることをめざして、既に交流の場を
運営している人や自分の住んでいる地

11月28日（火）
午後１時30分〜３時30分

場所

キックス４階イベントホール
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Information

10月 12月

心の病をもつ人の家族による家族学習会

女性電話相談（さざんかの会）

とにかく不安でしかたがない、病気のことをもっ

日時

と知りたい、当事者とどう関わればよいのか困って

毎週木曜日

午前11時〜午後２時30分

（年末年始、祝日は休み）

いる、他の人達はどんな風に暮らしているか知りた

TEL. 65‑0707

い、など様々な思いを抱えていらっしゃるご家族の

秘密厳守・相談無料・ナン

方、どうぞご参加ください。精神疾患の方を家族に

バーディスプレイ（発信電話

もつ会員５名が担当します。

番号表示）はしていません。

対象

統合失調症など精神疾患の方を家族にもつ
人、５回参加可能な人

日時

児童福祉啓発行事

①10月27日
（金）
「統合失調症を知りましょう」
②11月10日
（金）

日時

11月16日
（木）午後１時〜

場所

キックス４階イベントホール

問い合わせ

「急性期をどのように乗り越えるか」

映画会「うまれる」

市子ども子育て課
TEL. 53‑1111（代表）

③11月24日
（金）
「病気のプロセスを知りましょう」
④12月８日（金）

あかみねウインターフェスティバル2017開催

「病気と折り合いをつけながらその人らし
い生活を実現」
⑤12月22日
（金）
「ご家族自身が元気を保つために」
場所

ノバティホール会議室Ｂ（ノバティ南館３階）

定員

10人程度

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
リズム〜』
③昼食コーナー

問い合わせ

2,000円
（テキスト代・資料代等

申し込み・問い合わせ

12月９日
（土）
午前10時〜午後３時

②
『音楽でつながろう〜歌おう心・楽しもう

※いずれも午後１時〜４時

参加費

日時

同センター
TEL. 56‑1590

全５回分含む）

10月16日（月）までに

河内長野市精神障がい者家族会わかば会
で みず

出水まで（090‑9213‑3341）

のかけは
ろ
こ

☆一般寄付

し

こ

担当

計97,000円

井上智惠子・谷口和代・匿名３件
☆善意銀行
○物品
指定預託：市立福祉センター錦渓苑へ

29年５月〜７月分
（順不同・敬称略）
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《匿名１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
平成30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 ●

●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。

