
　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
様々な形で募金にご協力いただき、心から感謝を申し上げます。
　10月３日には共同募金運動開始のPRを兼ねて、街頭募金活動
（市内３駅と５か所の商業施設で実施）を延べ149名の協力のも
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
動を財政面から支えるかけがえのないものとなっています。
　今後も、共同募金運動の趣旨をご理解いただき、温かいお力添
えをお願いします。

ご協力ありがとう
ございました

謹
賀
新
年

赤 い 羽 根 共 同 募 金

種　　別 実績額（円）
戸 別 募 金 1,804,816
法 人 募 金 936,511
学 校 募 金 273,295
街 頭 募 金 135,320
関 係 機 関 募 金 628,500

合　　計 3,778,442

令和４年度  河内長野地区募金会募金実績
（令和４年12月１日現在）

　皆様におかれましては、健やかに新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。旧
年中は「だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」
の実現に向け、様々な事業活動に深いご理解と温かいご協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
　本会は河内長野市地域まちづくり支援拠点（イズミヤ河内長野店４階内）に移転
し早２年が経過しました。地域の身近な場所となり、少しずつではありますが、足
を運ばれる方が増えてきたように感じます。
　また、前年に引き続きコロナ禍の中、支援が必要な方々の生活に寄り添うため、
感染防止対策をおこないながら様々な福祉サービスを展開していきます。今後、よ
り一層地域共生社会の実現に向け推進してまいりますので、本年も変わりませずご
支援ご協力をよろしくお願い申し上げます。 令和５年元旦　
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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。 河内長野市社協

河内長野市社会福祉協議会では職員を募集しています
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千代田駅

河内長野駅
社協

河内長野市役所

三日市町駅

天見駅

美加の台駅

　今、人口減少や価値観の変容から、「孤立死」や「虐待」の要因のひとつと
も考えられる「地域の中の孤立」が深刻な課題となっています。
　また、課題は多様化、複雑化しており公的な制度や福祉サービスだけでは
なく、地域の福祉活動や様々な主体が協働で福祉のまちづくりを進めて
いくことが解決に有効だと言われています。
　地域共生社会の実現に向けて、市内15の地区（校区）で住民が主体
となり福祉委員会を組織し地域福祉活動を展開されています。
それぞれの地域の特徴を活かして約1000人の福祉委員が
活動を行っています。今回から連載で、
地区（校区）福祉委員会を紹介します。

地域の人と人のつながりを大切に！ 地域を支える福祉委員会

■ 個別支援活動
一人暮らしの高齢者や高齢夫婦の自宅を訪問し、日常的
な見守り・声かけなどを行う活動です。
　①見守り声かけ訪問
　②配食サービス

■ グループ援助活動
集会所や公園に集まり、ゲーム・音楽鑑賞・軽体操など
や食事を通して、地域の中での交流・仲間づくりを重視
した活動です。
　①ふれあい食事（会食）サービス
　②サロン活動
　③子育て支援活動
　④健康増進活動
　⑤世代間交流
　⑥防災・防犯に関する活動

■ その他
　①広報発行
　②研修会

楠小学校区福祉委員会

千代田東地区福祉委員会

長野第２地区福祉委員会

美加の台小学校区福祉委員会

川上地区福祉委員会

天見地区福祉委員会

石仏小学校区
福祉委員会

加賀田小学校  区福祉委員会

天野小学校区福祉委員会

小山田小学校区福祉委員会

福祉委員会の主な活動

高向小学校区福祉委員会

南花台３丁目福祉委員会

南花台福祉委員会

　小山田小学校区は、世界灌がい施設遺産に認定され
ている寺ヶ池を中心に、古くからある自然豊かな街並
みと新しく開発された住宅地が混ざり合った歴史と自

然に包まれた地域です。
　小山田小学校区福祉委員会では、「地域の子どもは地域で育
てる」を合言葉に、地域の福祉活動の意義や存在を小さな頃か
ら知ってもらうために、積極的に学校行事に参画しています。
　地域住民から教育の一環として無償で提供を受けた休耕地を
利用して行う芋掘り収穫体験や地域の高齢者と昔遊びを通じて
交流する「ふれあいの集い」など、地域の大人と子どもが繋が
る世代間交流をメインに活動しています。

▲  苗の植え方とお芋の成長
について説明

みんなで元気にラジオ体操！

たくさんお芋、掘れるかな～ ▼

特徴

三日市地区福祉委員会

小山田小学校区福祉委員会
設立 2002年　福祉委員 61人　協力員 14人

桜を見ながらウォーキング

長野第１地区福祉委員会
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地域の支え合い活動紹介

　要約筆記ボランティア
講習会（全３回）を開催
しました。講習会では、
要約筆記サークル「葉月」
の会員が講師となり、き
こえない、またはきこえ
にくい方々に、文字で話
の内容を伝える手段の一
つとして、内容を要約し
て書いて伝える方法をレクチャーされました。参加
者が延べ23人と多くの方に参加していただき、講
習会を通じて、中途失聴者や難聴者らの障がい理解
や伝える方法について懸命にメモを取ったり、要約
筆記を実際に体験されたりしていました。

　「かわちながのボラン
ティア・市民活動セン
ター」に登録している
市民団体やボランティ
ア団体の紹介に、年に
一度発行する冊子です。
秋に発行された2022
年版には102団体を掲
載し、センターでの配架の他に、市内の公共
施設や学校・福祉施設などに配布しています。
　ボランティア活動をしたいという方、ボラ
ンティアを依頼したいという方を繋ぐ冊子に
なればと考えています。
　冊子についてや登録団体についてご興味の
ある方は、センターまでお問い合わせください。

登録団体ガイドブック 2022

清見台日常生活支援グループ

きよまる
　「きよまる」は、買い物や外出など日常生活での困りごとを、
住民同士が「助け合い」「お互いさん」の気持ちで支え合う有
償ボランティア活動です。通院や買い物、お出かけの支援の他、
庭の草抜きやゴミ出しなど屋外作業のお手伝いを18名のス
タッフで運営しています。「一人では難しい外出や作業も支援
してもらえるので助かる」と利用者から感謝されています。代
表の上嶋さんは、この活動を通じて「地域の住民同士のつなが
りが広がり、安心して暮らせる町づくりに少しでも役に立てた
ら」と地域で活動されています。

手遊び中心編の様子 ボッチャ編の様子

要約筆記ボランティア講習会の様子

移動支援の様子

だれもが安心してだれもが安心して
　　自分らしく暮らすために　　自分らしく暮らすために

　福祉レクリエーション講習会（手遊び中心編・ボッ
チャ編）を開催しました。手遊び中心編では、手指
やタオルを用いた運動、お手玉等の身近にある物や
身体を使った「遊び」を通して、人と人との心の距
離がぐっと近づくような和やかな講習会となりまし
た。ボッチャ編では、ボッチャの歴史・ルール等の
レクチャーを受けながら、障がいの有無に関わらず
参加者同士で大いに盛り上がりました。

● 河内長野市社会福祉協議会は「つながりをたやさない社会づくり」を
めざして、様々な講習会を開催しています。

福祉レクリエーション講習会 要約筆記ボランティア講習会

かわちながのボランティア・市民活動センターからの案内

センター公式L
ライン

INE
に登録しませんか!?

当センター主催のイベン
トや、登録団体の情報な
どを発信しています。

団体通称やキャッチコピー

団体名称

活動の様子
団体の会員や
活動している
様子を紹介

活動紹介
主な活動の紹
介やPR団体基本情報

主な活動日時や
会費など

団体活動PR
活動への想い
をここに込め
ています！

団体活動分野タブ
どの分野に関りがあるかはここに
色がついていることでチェック！

団体HPなど
団体の公式サイトWeb情報があれば
ここに QRコード がついています

2022年度版から
新たに福祉のタ
ブが増えました！

各団体が最も関わり
が深いと考える分野
が、ページの背景の
色になっています

講習会開催報告

　民生委員・児童委員は、地域住民の一員として、住民との信頼関係のもと
に、身近な相談相手として活動しています。
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され任期が３年となります。
昨年12月１日に一斉改選が行われ157人が就任しました。
　12月６日の大会で新たに就任された会長の吉田妙子さんは、「気軽に相談
していただける存在になりたい」、また、「地域で一番身近な相談員として皆
様とやさしい福祉のまちづくりをめざして活動していきたい」と抱負を話し
ました。
　皆様の地域の民生委員・児童委員がわからない時は、市役所（地域福祉高
齢課）か社会福祉協議会までお問い合わせください。

吉田妙子会長

きよ見台住民の困りごとを 
　まる～く解決する

皆さんの地域でいつでも相談できる　
民生委員・児童委員
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福祉センター「キタバ錦渓苑」からのお知らせ

就労継続支援Ｂ型事業所「オリーブ」からのお知らせ

障がい者福祉センター「あかみね」からのお知らせ

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

社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会 〒586-0033 河内長野市喜多町 663-1　イズミヤ河内長野店 4 階内
TEL. 0721-64-9000  FAX. 0721-64-0222

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。　

お問い
合わせ

福祉センター「キタバ錦渓苑」 河内長野市大師町26-１ 　 http://business4.plala.or.jp/kinkeien/
TEL.65-0123 FAX.65-0124　月・祝日・年末年始（12/28～１/４）は除く 午前９時～午後５時

お問い
合わせ

就労継続支援Ｂ型事業所「オリーブ」 河内長野市喜多町663-1　イズミヤ河内長野店４階
カフェ営業時間：  午前10時～午後４時（土・日・祝日・8/11～ 8/15・12/29～1/3を除く）

（ラストオーダーは午後３時30分まで）

TEL.64-9000　※団体でのご注文の場合は事前にご予約ください。

　福祉センター「キタバ錦渓苑」は市内
に居住する概ね60歳以上の方や障がい
者手帳の交付を受けている方とその介護
者、母子家庭の母子が利用することがで
きます。
　キタバ錦渓苑では、お風呂（入場料
100円）をはじめ、ヘルストロンやマッ

サージチェ
ア、囲碁将棋、
ビリヤードな
どを楽しんで
いただいてい
るほか、カラ

　イズミヤ河内長野店４階ゆいテラス内にある『オリーブ』では、広々とした作業ス
ペースの中で、様々な障がいのある利用者が、それぞれの個性や能力を発揮しながら、
日々活躍しています。
　『オリーブ』の花言葉『平和』『知恵』に思いを込め、思いやりと優しさを大切に仲
良く働け、知恵を出し合い、ともに成長が実感できる場所を目指しながら活動してい
ます。また、就労訓練のほか、季節に合わせたイベン
トや買物支援・調理実習など取り入れ、生活力を高め
るための多様な支援を行っています。
　見学・体験・実習、随時受付していますので、お気
軽にお問い合わせください。

●「ふれあい広場あかみね」情報
　森明信さん（モリ工業株式会社相談役）
より寄贈いただいた芝生が生えそろい、
「ふれあい広場あかみね」は、素敵な広
場となりました。秋には、放課後等デイ
サービスの子ども達が遊びに来てくれ、
ボール遊びや砂遊びを楽しんでもらえま
した。あかみねの利用者からも「見てい
るだけでも気持ちがいい」と好評です。
多くの方に使っていただきたいです。

障がい者福祉センター「あかみね」 河内長野市小山田町379-16
TEL.56-1590　FAX.56-1592　土・日・祝日・年末年始（12/28～1/4）は除く　午前９時～午後５時30分

お問い
合わせ

●講演会を開催します
　令和５年１月25日（水）10時～ 12時「ペアレント・
トレーニングを通して、親としての生き方を考える」と
いうテーマで講演会を実施します。発達障がいについて、
ペアレント・トレーニングについて、保護者の体験談な
ど話します。
●ペアレント・トレーニングを実施しました
　全10回が終了し、参加者から「仲間の話を聞いて、
ほめるポイントや言葉をたくさん知った。自分の考え方
が変わり、子どもの自己肯定感が高くなった」と感想を
いただいています。２回３回と受けていただいている方
もおり、受講される毎に深みが増すようです。令和５年
度も実施予定ですのでご期待ください。

　あかみねでは地域の方々と一緒に活動し
ています。クラブ・教室の活動の手伝をし
たり、利用者と交流をしながら共に創作活
動をしたりと活動できる場がたくさんあり
ます。活動を通して、共に充実した時間を
過ごしませんか。詳細はお問い合わせくだ
さい。
●ボランティア講習会を実施します
　令和５年２月21日
（火）10時より、ボラ
ンティア講習会を実施
します。詳細はお問い
合わせください。

おやともの会より報告とお知らせ ボランティア募集

作業風景 授産品作成、販売 日帰り研修 カフェオリーブ

見学・体験・実習
お待ちしています♪

　あかみね利用者の活動の発表の場として、規模を縮小しなが
らも３年ぶりに実施することができました。素敵な演奏、歌声、
作品でにぎやかな１日となりました。

あかみねフェスティバル

を開催しました

オケ、太極拳、書道などのセン
タークラブ（17クラブ）が日々
活動されています。
　このほかにも、福祉センター
まつりでのセンタークラブの発
表や展示、ロビーコンサートな
どのイベント、講座の開催や医
療・福祉に関する相談、キタバ
薬局によるロコモ度チェック・
ロコモ体操教室（有料）を実施
しています。また、送迎バスも
運行しています。詳しくはお問
い合わせください。
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女性の電話相談（さざんかの会）

　一人で悩んでいませんか？気になるこ
と、聴

き
いてほしいこと。どんなことでもい

いですよ。電話でお話ししてみませんか？

070－4231－4400
日時　毎週木曜日（年末年始・祝日は休み）
　　　午前11時～午後２時30分
　　　  「さざんかの会」の活動にご興味のある方は、

お問い合わせください。 問地域福祉課

相談無料
秘密厳守

番号非通知ご希望の方は、
184をつけておかけください

愛の献血にご協力ください

　これからの時期は
寒さが厳しくなり体
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、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。
●市内献血スケジュール
実施日 開催場所 受付時間

１月11日㈬ イズミヤ河内長野店４階
大多目的スペース

午前10時～正午
午後１時～４時30分

２月４日㈯ ＵＲ南花台団地
第１集会所

午前10時～正午
午後１時～４時30分

３月14日㈫ 河内長野市役所
市民サロン

午前10時～正午
午後１時～４時30分

※日程、時間は変更になることもあります。
※輸血時の安全性を高めるため400ml献血のみ実施します。

くろまろの郷での献血の様子

地域福祉活動への寄附を受けました
　令和４年10月
に㈱せいき（キタ
バ薬局）より、寄
附を受けたことに
ついて感謝状を贈
呈しました。今回
の寄附は、10月16日開催の「キタバフェス」で
の収益を地域福祉推進のためにといただきまし
た。寄附については、本会事業において有効に活
用させていただきます。

ハミガキパートナー100個の寄贈を受けました
　令和４年12月１日、「自
然災害発生時における災害
ボランティアセンター支援
に関する協定（令和４年２
月19日締結）」に基づき、
河内長野ライオンズクラブ
からハミガキパートナー 100個の寄贈を受けま
した。寄贈された物品は、災害発生時の避難所生
活や子育て支援において有効に活用させていただ
きます。

☆一般寄付　　　計122,438円
　  井上智惠子・太極拳ほうおうの会・株式会社せいき（キ
タバ薬局）・匿名１件
☆善意銀行
○物品
一般預託　 ▽川上美保子・金剛フォーラム・扇田宗彦・

NPO法人オルケスタ・匿名６件

（令和４年８月～４年10月分）
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し

社会福祉法人 河内長野市社会福祉協議会
〒586-0033   河内長野市喜多町663-1

イズミヤ河内長野店４階内
TEL. 0721-65-0133（代表）  FAX. 0721-65-0143

次号は
令和５年７月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

●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「キタバ錦渓苑」 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。● ご意見・ご感想をお寄せください ●
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