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社会福祉法人

河内長野市社会福祉協議会

社 協 だより
謹賀新年

ンターを開設し、
被害に遭われた
方々が、早期に不

皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎え

安のない普段の生

のこととお慶び申し上げます。旧年中は「だれもが

活を取り戻してい

住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福祉

ただけるよう、ボ

のまちづくり」の実現に向け、さまざまな事業活動

ランティアの皆さ

に深いご理解とあたたかいご協力を賜り厚くお礼申

まや関係機関・団体等にご支援・ご協力をいただき

し上げます。

ながら困り事への支援を行いました。
（詳細は２ペー

昨年は、大阪北部地震や７月豪雨災害など全国各

ジに掲載）

地で自然災害が多発しました。本市でも被害に遭わ

この間の本会の活動に際しまして、多くの皆さま

れました皆さまに心からお見舞い申し上げます。そ

にご支援・ご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

おいて、本会では、河内長野市災害ボランティアセ

しくお願い申し上げます。

本年もより一層のご支援とご理解、ご協力をよろ

の中でも、本市にも被害をもたらした台風21号に

赤い羽根共同募金

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）
。皆様には様々な形で募金
運動にご協力いただき、心から感謝申し上げます。
９月30日の台風の影響を考慮し、10月１日
に予定していた街頭募金運動を中止とさせてい
ただきましたが、地域のイベント等で募金箱を
設置し多くの皆様にご協力をいただきました。
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。
今年も、共同募金運動の趣旨をご理解いただ
き、あたたかいお力添えをお願いします。

社協の理事・評議員、民生委員・児童委員、福祉委員の方々と一緒に、
企業や医療機関などへ法人募金の協力依頼に伺いました。

平成 30 年度 河内長野地区募金会実績

平成 30 年 12 月３日現在（単位：円）

種

別

平成 30 年度募金額

戸

別

募

金

2,460,898

法

人

募

金

1,151,224

学

校

募

金

251,333

街

頭

募

金※

100,511

金

687,000

関

係

機
合

関
計

募

4,650,966

※募金箱募金や地域のイベント等での募金もふくまれます。
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温かいご支援、
ありがとう
ございました。

またもや…２年連続での災害ボランティアセンター設置

台風21号災害における

災害ボランティア活動

平成29年の台風21号に引き続き、昨

害に対する相互支援に関する協定書』に

年９月４日、奇しくも同じ台風21号が

基づき、河内長野市災害ボランティアセ

本市に被害をもたらしました。

ンター（以下、「災害VC」という。）を

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。

新たに成人を迎える若者世代をは

り常に確保しておくには年間を通じ

じめ、多くの皆さまによるご理解と

ての献血が不可欠です。しかし、少

ご協力をお願いいたします。

次の通り市内献血スケジュールをお知らせします。
プロボノ
（技術系
ボランティア）や
高所での活動が
可能なボラン
テ ィ ア に よ る、
屋根上での作業

実施日
１月25日㈮

設置し、高齢者世帯・障がい者世帯・女

状況を確認し、被害にあわれた方々から

性のみの世帯など、自分の世帯や地域の

「屋根が破損したことによって雨漏りが

支え合いでは復旧が難しい方を対象に、

し、夜も不安で寝られない」
「次の雨が

業者の施工が入るまでの応急処置とし

２月 ６ 日㈬

心配」「自分たちではどうしようもない」

て、屋根へのブルーシート張りなどの活

などのお声が寄せられました。

動を行いました。

３月19日㈫

設置場所
市立総合体育館グラウンド横駐車場
活動期間 ９月７日～９月22日
ボランティア数 延べ93人
活動件数 訪問調査 157件
ニーズ受付 59件

活動にあたり、個人の方や幅広い団体

１月30日㈬
２月 ２ 日㈯

開催場所
市立小山田小学校
寺元記念病院
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

飲み物・カップ麺・設置場所・駐車場・
資機材・軽トラックなどの提供にご協力
いただきました。温かいご支援、ありが
一般ボランティアは、屋根の下で土嚢運び
や荷物運搬などの活動、女性も活躍中！

して暮らすことができるまち」の実現

ティア活動を円滑に進めるための拠

に向けて活動しているため、災害時に

点です。被災された方が、普段の生

も被災された方々に寄り添い、個々の

活をいち早く取り戻してもらえるよ

ニーズにきめ細かく対応します。

力になります。

災害ボランティアの登録に
ご協力を！

うに、災害VCでのコーディネートに

また、個人や登録のボランティア

より、迅速かつ円滑に災害ボランティ

の皆さんとともに住民ニーズに応え

災害ボランティア活動登録制度を設

ア活動を進めることが出来ます。

てきた実績があり、福祉委員会や市

け、災害発生時には瞬時に活動を開

民生委員児童委員協議会と連携し地

始できる体制づくりを進めていま

域福祉をすすめるとともに、各種団

す。市内での活動はもとより、
市外・

社協は、日頃から、地域住民とと

体等の事務局を担っているため、日

府外へのボランティアワゴンなどを

もに「だれもが住み慣れた地域で安心

頃の活動と連携が災害時にも大きな

運行する際にも、スムーズにボラン

なぜ、社協が運営するの？？

ティア活動を行えるように、メール

〈災害ボランティアセンターの役割〉
発災時

お手伝い
しますよ！

災害
ボランティアセンター

困ったな

本会では、いざという時に備えて、

で情報発信をします。
一人では
手に負え
ないなあ

昨年は、本市での活動や北部地震・
７月豪雨による被災地へのボラン
ティアワゴン等の運行にも多数ご協
力いただきました。

活動の
コーディネート

登録対象者に資格要件など制限は
設けておりません。ご協力いただける

各地からかけつけた

被災者

災害ボランティア
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方は、
本会までお問い合わせください。

河内長野ライオンズクラブのメンバーや市
薬剤師会の方々も呼び込みにご協力いただ
いています。

※日程、時間は変更になる可能性もありますの
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。
献血条件 1
 8 〜 64歳で体重が50キロ以上の方
（男性は17歳から可。60 〜 64歳で
献血の経験がある方は69歳まで可。
）

～薬局で献血について相談ができます～

献血に興味があるけど今一歩足を踏み出せな

薬局で、献血に対する正しい知識や食生活の

い、献血を希望したがヘモグロビン濃度が足り

相談をすることができます。気になることが

なくて献血できなかった、などのお悩みはあり

ありましたら是非ご相談ください。

ませんか？

問い合わせ：企画総務課

右記認定マークが掲示されている

そもそも、災害VCとは…！？
災害時、被災地域での災害ボラン

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

献血サポート薬局をご存知ですか？

からボランティア活動への参加、ご寄付、

とうございました。

協力が減少しています。

輸血用血液製剤には有効期限があ

発災翌日には職員が地域に出向き被害

こうした状況を受けて、本市との『災

子高齢化が進み、若い人たちの献血

ボランティアグループの紹介

河内長野音訳サークル「あい」
河内長野音訳サークル「あい」とは…
文字情報を得る事が難しい方々に、

ア知事表彰をいただきました。
活動内容…

情報を音声化(音訳)して、CDやカセッ

「社協だより」、
「広報かわちながの」、
「市

トテープに録音してお届けするボラン

議会だより」、
「図書館だより」、
「ラブリー

ティアグループです。発足して33年、

ニュース」などを定期的に音訳し、登録

活動の功績が認

された方へお届けしています。また、依

められ、昨年11

頼された図書などの音訳も行っています。

月30日 大 阪 府

活動日…

社会福祉大会に

主にボランティアセンターで活動して

て、大阪府社会

おり、今年度は第１水曜日に勉強会、第

音訳が必要な方も
お問い合わせください。 福祉ボランティ

あなたも音訳ボランティアを
始めてみませんか？？

ご興味を持たれた方、右記のとお
り養成講習会を行いますので、この
機会にチャレンジしてみませんか？

２水曜日に例会を行っています。

グループメンバーの声
● 退職して時間が空いたので、何か


したいと思っていた頃に養成講習
会の案内を見て、参加しました。
● 養成講習会の講師の方がとても


魅力的だったので、サークルに
入会しました。
● 自分のためにもなっています。

● 音訳は難しいこともあります


が、 奥 が 深 く て 面 白 い で す。
30年以上続けている方がいる
のは、それだけ魅力があるとい
うことかなと思います。

音訳ボランティア養成講習会の案内
日程：①
 １月16日 ②23日 ③30日
④２月６日

⑤13日

いずれも水曜日（全５回）

経験豊富な講師の方から、丁寧に教

時間：午前10時～正午

えていただけます。

場所：①②③社協別館２階

④⑤ボランティアセンター
申し込み：地域福祉課
（１月15日までに）
定員：20名
（定員を超える場合は抽選）
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シリーズ
その10

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

社会福祉協議会

（大師町 26-1）

美加の台生登福祉
ケアセンター

美加の台保育園

福祉センター「錦渓苑」
錦渓苑には、お風呂（１回100円）やカラオケを団体

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、

で楽しめる部屋、会議やクラブ活動を行う部屋などがあ

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。

ります。囲碁や将棋を自由に対局したり、趣味のクラブ
を楽しんだり、毎日多くの利用者が来館されています。

５歳児は南大阪ブロック保育園連
社会福祉法人

幸悠会

美加の台保育園
河内長野市美加の台１丁目35-7
☎ 63-5110

ゆず湯やしょうぶ湯、
七夕など季節に応じた

盟の行事に参加し、大勢の他市の

イベントや囲碁・将棋

園児とも交流しています。

大会、カラオケ発表会、

地域交流の一環として夏祭りや

趣味の入門講座、教養

もちつきを行っており、地域の方も

講座なども開催してい

自由に参加いただけます。夏祭りで

定員が約60人、１クラス10人前
保育を行っています。
季節に応じた行事が多く、敬老
の日には在園児の祖父母を招待し
た行事や、お別れ遠足では電車に
乗ってでかける行事など様々です。
社会福祉法人生登福祉会
特別養護老人ホーム

美加の台生登福祉
ケアセンター
河内長野市石仏300

もらうことで、お客さんとのやり取
りを経験する機会を設けています。
また、新たな取り組みとして今年
は小学校６年生との交流を行います。
■

連絡会への思い
児童分野では他の施設の園長と

情報交換することはありますが、
高齢者施設や障がい者施設などと
交流する機会がないため、施設同
士で行き来できる機会があればい
いなと思います。

河内長野市老人クラブ
連合会創立60周年

医療だけでなく、福祉の面でも地
域に貢献していけるように、という
理事長の思いで、平成23年に開設

河内長野市老人クラブ連合会（市老連）は、昨年、創
チフレーズに７月20日にラブリーホール（小ホール）
記念式典では、市長をはじめ多くの来賓にご祝辞をい

ます。お楽しみ会、４つのクラブ活

ただき、また、アトラクションでは、松竹芸能所属の暁
光雄さんによる三味線

動（喫茶、カラオケ、料理、おでか

漫談や正調伝承河内音

け）など季節に応じてイベントを

頭保存会 「岩井会」に

行っています。毎月来ていただいて

よる河内音頭で大いに

しました。地域密着型特別養護老人
ホ ー ム 入 所29床（ ユ ニ ッ ト 型 ）
、
ショートステイ29床の施設です。
食事や入浴、余暇など、利用者一人

盛り上がりました。

ティアによる演奏も好評です。法人

市老連では、この60

南海高野線美加の台駅から徒歩５分です！

面のバックアップがあり、利用者に
安心していただいています。

これらのイベントは市広報や錦渓苑のホームページに
掲載しています。

福祉センター錦渓苑

利用資格

○市内に居住するおおむね60歳以上の者及びその
介護者
○市内に居住する身体障害者、療育、精神障害者保
健福祉手帳の交付を受けている者及びその介護者
○市内に居住する母子家庭の母及び子（20歳未満の
児童を扶養しているひとり親家庭は利用できます。
）

この機会に老人クラブへ加入しませんか。

で記念大会を開催しました。

ひとりに合わせた対応を心がけてい

内に病院などがあることから、医療

います。

げ、盛り上げていきたいと考えています。

立60周年を迎え、「出会い ふれ愛 たすけ愛」をキャッ

いる盲目のハーモニカ奏者のボラン

☎ 60-0707

ます。

方なら利用資格に関係なく参加できるイベントも行って

英語教室の一環で、ハロウィンパーティ！
みんなで「トリックオアトリート！」

報告

後のため、少ない人数ならではの

は、5歳児に店番のお手伝いをして

センターまつりで踊りを披露

また、ロビーコンサートやセンターまつりなど市民の

■

連絡会への思い

また、３ヶ月に１回、地域の自治

他施設と連携をとりながら、よ

会員や地域包括支援センター、ご家

り地域に密着できればと思ってい

族などに集まっていただき、施設の

ます。色んな方と交流を深めてい

近況報告などを行っています。

きたいです。

周 年 を 節 目 に、 老 人 ク
山田会長によるあいさつ

問い合わせ

ラブの輪をより一層広

年間行事
４月～６月

市老連グラウンドゴルフ大会・健康ウォーキ
ング・市老連ゲートボール大会・市老連囲碁
将棋大会

７月～９月

いきいき長寿福祉大会・いきいき長寿作品展・
大阪府老人クラブ大会・健康ウォーキング

いきいき長寿スポーツ大会・市老連ウォーク
ラリー・市老連ペタンク大会・市老連ゴルフ
10月～ 12月 コンペ・会長研修会・会員研修会・南河内老
連グラウンドゴルフ大会・府老連グラウンド
ゴルフ大会・府老連ウォークラリー
１月～３月

春の集い・市老連ゴルフコンペ

その他

市老連新聞発行（年２回）、女性部研修会・
交流会、若手委員研修会

福祉センター「錦渓苑」大師町２６－１ ☎ ６５-０１２３
開館時間：午前９時～午後５時

FAX６５-０１２４

休館日：月曜日、祝日
（敬老の日を除く）
、年末年始

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
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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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障がい者福祉センター「あかみね」からのお知らせ
対

  教室・クラブに参加してみませんか♪

象：

各 種 相 談 窓 口
活動・話し相手や外出の支援などを

精神障害者保健福祉手帳の交付を受

お手伝いいただけるボランティアを

なクラブ・教室があります。まずは

けている者及びその介護者

募集しています。活動を通して、共

見学・体験からどうぞ。

◆ボランティア募集

に充実した時間を過ごしませんか。

教室・クラブ活動へのお手伝いや、

送迎バスも運行しています。

でボランティアをはじめ

  ボランティア講習会のお知らせ

直接本会までお問い合わせください。

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…
●心配ごと相談～悩み・困りごと

●福祉のなんでも相談

CSW（コ

など～

ミュニティソーシャルワーカー）

身近な存在、民生委員・児童委

CSWは、身近な福祉の相談員で

員に相談できる窓口です。家庭や

す。今後の生活が不安、近所の〇〇

CSWを配置していますので、本会
までお問い合わせください。
●女性の電話相談「さざんかの会」
専門の研修を修了した相談員が

ようと考えている方。
（個

身の回りの心配ごとを気軽に相談

さんのことが心配、どこに相談した

女性の方のお悩みを伺います。

日

程：２月８日
（金）

人、グループ）

時

間：午後１時30分～午後４時

定

できます。

らよいかわからない、などふだんの

▼日 時：毎週木曜日

場

所：当センター

▼日時：毎月第２・４水曜日の午

生活のなかで起こるさまざまな心配

～ 午 後 ２時30分（ 年 末 年 始、

対

象：

前10時～正午（祝日は除く）

ごとや困りごとを、ご本人の希望を

祝日は休み）

員：50名（定員を超
える場合は抽選）

多目的ホール

申し込み：

当センターで現在ボランティア活動

１月７日（月）～ 25日（金）

をしている方、これから当センター

まで

▼場所：社協
昨年のボランティア講習会の様子

受験資格：

布は、当センター

基本的なパソコン操作(ワード・エ

まで

がい者の支援や介助を行います。

クセル)ができ、かつ普通自動車運

(時間は午前９時～

職務内容：

転免許を持つ方。

午 後 ５ 時30分 ま

①デ イサービス事業(教室・クラブ

日中活動の場、当センターでの障

採用予定人数：２人程度

で)だだし、土・日・祝日を除く。

など)における補助および障がい

選考方法：

※申込書は、ホームページからもダ

者の介助等

面接・小論文による選考を行います。

②生活介護事業における障がい者の
食事やトイレの介助および授産作

うかがって、必要に応じてみなさん

午前11時

▼☎65-0707

※日時は変更する場合がありま

が住みなれた地域で安心した生活が

※発信電話番号表示（ナンバー

す。事前にお問い合わせくだ

できるように、一緒に考えます。ご

ディスプレイ）機器は利用し

さい。

相談内容や居住地に応じて、担当の

ていません。

▼受験申込書の配

業の補助等

  嘱託職員募集

ウンロード可能。

申し込み：

問い合わせ：当センター 担当 坂

▼採用者決定まで随時募集

野（さかの）
・神谷（かみたに）まで

金銭面で生活にお困りのときは…
れる経費。◆生活困窮世帯が緊急

がら、相談者自らが家計を再建で

“生活福祉貸付制度”は、「低所

的かつ一時的に生計の維持が困難

きるよう支援します。

得者、障がい者、または高齢者に

になった場合に、その自立に必要

具体的には…

対し、資金の貸付と必要な相談支

な経費。◆このほかの目的に応じ

◆家計状況の「見える化」と根本

援を行う制度」です。
（実施主体

た貸付があります。なお、貸付の

的な課題の把握・分析を行い、相

は大阪府社会福祉協議会）

お申込みには条件がありますの

談者が自ら家計を管理できるよ

で、詳細はお問い合わせください。

う、相談者の状況に応じた支援計

●生活困窮者家計改善支援

画を一緒に考え作成します。◆家

●生活福祉資金貸付制度の窓口

対象となる「資金」とは、◆経

報告

済的自立および在宅福祉、社会参

河内長野市心身障害児・者
父母の会設立50周年

が得られること

河内長野市心身障害児・者父母の会は、昨年、設立50

汗をながしなが

校、短大、大学、高等専門学校に

家計のやりくりに不安がある方

付・減免等の制度の紹介や、必要

ら続け、頑張り

就学するのに必要な経費。◆失業

や問題を抱える方からの相談に応

に応じて生活福祉資金貸付のあっ

や減収により生計維持が困難にな

じて、家計管理に関する助言や、

せん等をおこないます。◆債務整

り、生活再建を図ることが見込ま

関係機関への連携・調整を行いな

理に関する支援を行います。

加の促進を図ることが見込まれる
経費。◆学校教育法に規定する高

のできる活動を

周年を迎えました。
現在、本会が直面している最大の課題は、高齢化と会

たいと思ってお

員の減少です。障がいのある人も、お年寄りも子どもた

ります。今後と

ちも、みんな個人として尊重され、お互いに人格と個性

も温かいご支

を認め合う、すべての人々にとってやさしい共生社会を

援、ご指導のほ

実現することが大切と考えております。

どよろしくお願いいたします。
最後になりましたが、設立50周年にあたりご協力いた

がら、今の時代や社会・暮らしを見極めて役割を果たす

だきました皆様に心から厚く感謝を申し上げまして、ご

ことによって、共生社会の実現や、若い世代の親の参加

挨拶とさせていただきます。

障がい者福祉センター「あかみね」
☎ 56-1590

かわちながの社協だより

No.114

FAX 56-1592

小山田町３７９－１６

土・日・祝日は除く

家計の立て直しを一緒に考えま
す！

計再建に向け、家計表や収支改善
計画の作成などを行います。◆給

設立 50 周年記念祝賀会の様子

これからも自分たちの組織の歴史や実践を大切にしな

問い合わせ
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詳しくは、本会ホームページをご覧いただくか、

利用者の方々と共に生産活動や創作

市内に居住する身体障害者、療育、

スポーツ系・文化系共にさまざま

悩みを抱えていませんか？
相談は無料、秘密厳守です。

父母の会 会員一同より

障がいがあって、どこかに相談したいときは…
●障がい児・者 相談窓口「ピア

相談等、多岐にわたる相談をお受

てほしい」「掃除や洗濯を手伝っ

センターかわちながの」

けしています。障がい者自身がカ

てほしい」「グループホームで暮

在宅の障がい児・者の自立と社

ウンセラーとなり、相談に応じる

らしたい」等、相談ごとがあれば

会参加を支援するため、計画相談

ピアカウンセリングも行ってい

気軽にお問い合わせください。

支援、事業所の紹介、専門機関の

ます。

▼☎ 56-1690

紹介、就労相談、地域移行・定着

「就職したい」「自宅で介護をし

▼FAX 56-1692
かわちながの社協だより

No.114
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Information

1月

3月

シンポジウム

千代田地区「いきいき介護フェア」
日時

３月10日
（日）午後１時〜午後４時30分

ト～広げよう子育て支援の輪～

場所

千代田公民館

日程

１月11日（金）

内容

・介護や医療に関する講演及び介護用品等の

開場

午後１時

開始

午後１時30分

じぃじ・ばぁばの孫育てサポート手帳完成イベン

展示
・講演会「医療知識を生かした介護予防と介

～午後３時30分

護の実際」

場所

キックス４階イベントホール

医療法人健真会はぶ医院

内容

・基調講演
「孫育てサポート手帳ってなあに？
活用術」講師

明橋

大二氏

不要

・ビッグフェイスによるアコースティックラ
主催 千代田地区いきいき介護フェア実行委員会

当日先着順

（楠小学校区福祉委員会、千代田東地区福祉

（定員になり次第しめきり）
問い合わせ

裕史氏

イブ

・パネルディスカッション

申し込み

土生

委員会、市保健福祉部いきいき高齢・福祉課、

子ども・子育て総合センター

あいっ

く（水曜日を除く、午前10時～午後

千代田公民館、西部地域包括支援センター、
東部地域包括支援センター、社協）

５時30分） ☎50-4664

軽自動車を購入しました！

地域ささえあいフォーラム

平成30年度河

日程

３月９日（土）

原林富美福祉基

開場

午後１時30分

金（赤い羽根共

開始

午後２時〜午後４時

同 募 金 ） よ り、

場所

キックス４階イベントホール

配分を受け、地

内容

講演会等

域福祉活動で使

講師

一般財団法人
協会

医療経済研究機構

のかけは
ころ

30年８月～ 30年10月分
（順不同・敬称略）

社会福祉法人

服部

真治氏

用する軽自動車
を購入しました。

地域福祉課

し

こ

問い合わせ

医療経済研究・社会保険福祉

☆一般寄付 計55,000円 井上智惠子・匿名１件
☆善意銀行
○現金 計30,000円
指定預託：▼河内長野市災害ボランティアセンターへ《南
大阪アロハフェスティバル実行委員会、匿名１件》
○物品
一般預託：奥野次夫・匿名２件
指定預託：▼河内長野市災害ボランティアセンターへ《南大阪アロハ
フェスティバル実行委員会、洋菓子の店ラ・スリーズ川端敏裕、阪口勝也》

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
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 ●

●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。

