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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おこなわ
れており、地域福祉の充実・強化を財政

昨年の
街頭募金の様子

面で支える大きな力となっています。
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・その他の募金を実施します。
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社会福祉施設（広域
配分金）や社協（地域配分金）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。

昨年度の実績
種

別

今年度の配分金
実績額（円）

昨年度、皆様からご協力いただいた募金の実績は5,068,251円で

戸

別

募

金

2,465,608

した。そのうち社協に3,194,375円が配分されました。配分金は下

法

人

募

金

1,177,887

記の事業に活用されています。

学

校

募

金

329,059

街

頭

募

金

136,624

関 係 機 関 募 金

949,887

そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー）
合

計

9,186
5,068,251

●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

福祉委員会による子どもと高齢者を
対象にした全体サロン

（福祉委員会活動は２ページ下段にも掲載しています）
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大阪北部地震災害及び７月豪雨災害への支援について
「大阪北部地震災害」及び「７月豪雨災害」により、お亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し
上げますとともに、被害に遭われたみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。
本会では、
各被災地の社会福祉協議会が開設した災害ボランティアセンター（以下、
「災害VC」という。
）
へ、ボランティアワゴンの運行や職員派遣など様々な支援をおこないました。詳細は下記の通りです。

●

大阪北部地震災害について
●

ボランティア活動をおこ

職員派遣
大阪府社会福祉協議会からの応援派遣依頼によ

り、６月19日～７月20日にかけての18日間に、延
べ43人を６ヵ所（高槻市・茨木市・吹田市・枚方市・
箕面市・豊中市）の災害VCに派遣しました。災害
VC運営各セクション（受付やオリエンテーション、
マッチング他）における業務、ニーズ調整、各ボラ
ンティアとの支援活動などをおこないました。

なうにあたって必要な資機
材や被災財を運ぶ車両やボ
ランティアさんを活動場所

まで送迎するための車両の不足している災害VCへ
本会所有の資機材及び公用車を貸し出しました。

７月豪雨災害について
●

●

資機材及び公用車の貸出

ボランティアワゴンの運行

職員派遣
全国社会福祉協議会近畿ブロックの一員として、

下記の通り、被災地へボランティアワゴンを運行
し、被災家屋の片づけや家財の運び出しなどの活動

７月20日〜24日にかけて、岡山県総社市災害VC
へ職員を派遣しました。

をおこないました。
●

日にち

行先

人数

６月30日 吹田市災害VC

３人

７月 １ 日 吹田市災害VC

３人

７月 ７ 日

吹田市きららスマイルセンター
（復興支援センター）

７月14日 茨木市災害VC

８人
９人

７月７日と14日は本会の登録災害ボランティア
にも呼びかけ、延べ８人が参加してくださいました。

災害等緊急時の福祉委員会の動き

河南ブロック市町

村社協連絡会主催に
よるボランティアバ
スが８月８日に岡山

県倉敷市災害VCへ運行されました。

計10市町村社協、38人で、１階が全て浸水した

真備保健福祉会館の片づけや清掃などの活動をおこ
ないました。

本市からは４人の登録災害ボランティアが参加し

てくださいました。

へ様々な働きかけをおこなっています。
今回は、ある地域の事例を紹介します。
あらかじめ大雨や暴風が予想される台風の場合は、

福祉委員会は、市内15の地域において住民が主体と

接近前に対象のみなさんへ、台風接近による注意喚起を

なり、組織されています。それぞれの地域でサロン活動

おこなうとともに、もし被害等あれば、至急連絡をして

や見守り活動を通して、安心して暮らせるまちの実現を

もらうようにしています。そうすることで、対象者のみ

目指し、約1000名の福祉委員が活動しています。

なさんの不安を少しでも取り除けることができること

災害等緊急の時には、日頃からの見守り活動対象者
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ボランティアバス
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と、取り組まれています。

おおさかちよだ保育園

シリーズ
その9

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

クローバーの丘

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、
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。

社会福祉法人 長野社会福祉事業財団
地域密着型介護老人福祉施設

クローバーの丘

河内長野市小塩町431-3
☎ 60-1100

全室個室・ユニット型の介護施設
として平成22年４月に開設しまし
た。地域密着型のため、河内長野市
内在住の方で、原則要介護３以上の
状態にある方を対象にしています。
利用者さんに寄り添い、今まで
の「暮らし」をその人らしく気兼ね

なく継続できるようにお手伝いし
ています。時には、入所前の様子
を家族の方から教えていただくこ
ともあります。
また、日頃から喫茶や踊り、書
道など様々なボランティアさんを
受入れています。職員ができるこ

高台にあるので、景色が良いです

と以外の部分を補ってくださって
います。職員はボランティアさん
ともコミュニケーションをとるよう
に意識し、ボランティアさんの声
や想いを伺っています。そうする
事で、職員では気づかない点に気
づかされたりもしています。

■

連絡会への思い

一つの施設では難しいので、連

絡会として福祉人材の裾野を広げ
る事と、若年層が福祉に触れる機
会を増やす事ができればいいなと
思います。

実習生の受け入れや授業の一環で
社会福祉法人ちよだ福祉会

園児への絵本の読み聞かせや、幼

河内長野市楠町西1145

プ全体で保育教育に取り組んでい

おおさかちよだ保育園
☎ 52-1705

「笑顔がいっぱい、手と手をつな
いでみんな家族」をキャッチフレー
ズにしています。みんなが笑顔に
なるために、子ども・保護者・地
域の方々・先生、みんなで手をつ
ないで共に子育てをしています。
大阪千代田短期大学と連携し、

稚園との５歳児交流など、グルー
ます。
５歳児クラスで行っている和太
鼓はサークル「和音」として卒園
後活動する子もおり、最近は高齢
者施設への訪問もしています。

手をつないでリズム遊びをしています

また、通園されていない地域の
親子の方々のために月２回子育て
支援も行っています。給食の試食
会では、家とはまた違う様子が見
られると好評です。

■

連絡会への思い

防災や災害時の福祉避難所など
に関する勉強会ができればいいな
と思います。

笑顔 出会い やさしい介護 あなたの生活を豊かにする
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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Information

10月 12月

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

11月25日
（日）午前10時～午後３時

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

と知りたい、当事者とどう関わればよいのか困って
たいなど様々な思いを抱えていらっしゃるご家族の
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

場所

日時

①10月29日（月）

店他

問い合わせ

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

福祉センター「錦渓苑」

②11月12日（月）
「急性期をどのように乗り越えるか」

日時

12月８日
（土）午前10時～午後３時

内容

①クラブ・教室の発表および作品の展示

障がい者福祉センター「あかみね」本館
②『〜Many Happy Returns〜ブーメラン

③11月26日（月）

を楽しもう！』

「病気のプロセスを知りましょう」

③昼食コーナー

④12月10日（月）

「病気と折り合いをつけながらその人らし

問い合わせ

い生活を実現」
⑤12月24日（月）

同センター

☎56-1590

女性電話相談（さざんかの会）

「ご家族自身が元気を保つために」

※いずれも午後１時～４時

日時

場所

ノバティホール会議室A（ノバティ南館３階）

定員

10人程度（先着順）

参加費

☎65-0123

あかみねウインターフェスティバル2018開催
場所

「統合失調症を知りましょう」

同センター

毎週木曜日

午前11時～午後２時30分

（年末年始、祝日は休み）
☎65-0707

2,000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）

ディスプレイ（発信電話番号表示）

10月20日
（土）までに

はしていません。

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
ころ
し

こ

担当

☆一般寄付

計50,000円

谷口和代・匿名１件

☆善意銀行
○現金

計29,800円

指 定預託：▼車いす購入費へ《匿名１件》 ▼障がい者福
祉センター「あかみね」へ《匿名１件》

30年５月～ 30年７月分
（順不同・敬称略）

社会福祉法人

○物品
一般預託：安川敏子・匿名２件
指定預託：▼障がい者福祉センター「あかみね」へ《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31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。

