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社協だより社協だより
「赤い羽根共同募金運動」に
ご協力をお願いします
　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・その他募金（ハー
トフルベンダー）を実施します。
　今年度は、新型コロナウイルス感染禍ではあるものの、このような
時こそ「つながりをたやさない社会づくり」をめざして地域福祉活動
のために、募金活動を進める必要があると考えています。
　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
や社協などに配分されます。
　今年も皆様のご協力をお願いします。

種　別 実績額（円）

戸 別 募 金 2,449,129
法 人 募 金 1,103,598
学 校 募 金 291,255
街　 頭　 募　 金 177,795
関 係 機 関 募 金 948,873
そ の 他 募 金
（ハートフルベンダー） 9,794

合　　　計 4,980,444

昨年度の実績
　昨年度、皆様からご協力いただいた募金の実績は4,980,444円でし
た。また、令和２年度配分金として、汐の宮保育園に手洗い場改修工
事費として950,000円助成されているほか、社協へ3,399,216円助成
され、配分金は下記の事業に活用されています。
◦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

今年度の配分金

▲ 昨年の街頭募金
の様子

スロープ付き自動車貸出事業利用者の声
◆ いつも利用させていただいており

ます。通院時やちょっとした外出
でも気分転換になって夫婦で楽し
みにしています。

 （千代田地区　女性）

◆ 上下肢不自由な父の通院に利用さ
せていただいています。自家用車
への移乗は大変困難なので、車イ
スのまま利用できるのでとても助
かっています。 （千代田地区　女性）

ありがとう
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コロナ禍の今だからこそ
大切な地域福祉活動

　令和２年７月17日に市民交流
センターキックス４階イベント
ホールにて、サイコロジカル・
ファーストエイド（以下PFAと称
する）講演会を実施しました。
　災害が起こったときに活用でき
るPFAを知っていいただく場とし
て実施したところ、日頃から本会
と関りのある方、また初めて参加
する市民の皆さま、多数応募いた

■ 社会福祉施設連絡会とは
昨今の社会経済情勢の変化などにより、孤立や孤独死、
ひきこもり、虐待・家庭内暴力、生活困窮など複雑・多
様化した生活・福祉課題が増える中、安全・安心に暮ら
すことのできる地域を創造していくためには、住民参加
を基本として、社会福祉施設や関連する組織・団体など
が一致協力することが求められています。
　河内長野市内において、地域住民との協働を進める上
で、救護・高齢・障がい・児童など種別を超えた社会福
祉施設と社会福祉協議会が連携し、こうした課題に向き
合い課題解決を行うべく、活動に取り組んでいます。
■   社会福祉施設連絡会の主な取り組み
⑴  地域への貢献活動と地域の生活・福祉課題への取り組み 
①研修会等への講師派遣②施設の見学・場の提供、体

験学習、福祉教育、備品などの貸出しなど③地域の移
動支援への協力④社協および地域福祉活動団体との連
携・協力
⑵ 災害に対する取り組み 
①行政が取り組んでいる災害時の福祉避難所に関する
協定の締結促進と平時の備えなどについて、市危機管
理課と連携し取り組む。②避難行動要支援者への支援
体制の構築③災害が発生した際の支援

⑶ オール大阪の社会福祉法人による社会貢献事業（大阪
しあわせネットワーク）との連携協力

⑷ 施設間の情報交換・交流など施設間ネットワークの促進
⑸  研修会および交流会の実施 
①理事長・施設長等管理職対象の研修会②社会福祉施
設共通の課題や従事者のスキル向上のための研修会

　外出自粛高齢者障がい者等見守
り事業は４月15日に大阪府知事
より発信されたコロナ対策の事業
です。外出自粛要請等を受け、地
域住民のふれあいや、つながりの
機会が一時的に失われることなど
により、高齢者単身世帯、障がい
者世帯などの要支援者が、孤立や
不安を抱えないよう、地域住民が
中心となり見守りや安否確認等を
行う事業として大阪府が予算化し

　今年新型コロナウイルス感染防止に伴いさまざまな研修や事業活動が中止、延期となりました。しかし、
この状況下においても台風や地震など災害がいつ発生してもおかしくありません。また、地域とのふれあ
いが必要な方にとって（様々な活動に参加できず）一時的につながりが途絶え不安に感じている方もいま
す。本会では新型コロナウイルスに配慮しながら、この状況下だからこそ行っている活動を２つ紹介します。

だきましたが、密にならないよう
に配慮を行い、今回は66名の方
にご参加いただきました。新型コ
ロナウイルス感染予防のために、
皆様にはマスクの着用、分散入退
場などご協力のもと、講演者もマ
スクに加え、フェイスガードも装
着の上、実施しました。
　災害時でのPFAの活用を中心に
実践VTRなどを使い、わかりやすく
ご講演いただきました。
　参加者の皆様からは「被災地で
の支援をしているが、自身のケア
も必要なことなど色々気づかされ
ました。」「不用意な発言をしない
責任ある支援が必要で、被災者支
援で自分ができることから始めよ

府社協を通じて各市社協で進めて
います。これまで地区（校区）福
祉委員会や民生委員児童委員協議
会をはじめ地域のボランティアが
さまざまな見守り活動を展開して
いましたが、これまで通りの活動
ができなくなりました。今回、こ
の事業を活用し新型コロナウイル
ス感染症に配慮しながら、市内に
おいて９月１日現在、上記団体他
約90団体（協力者約2,000人）が、

うと思いました。」など、すでに
支援に関わってくれている方か
ら、初めて聞く方までいろいろな
ご意見をいただきました。
　本会としまして、災害時にも市
民の方が安心して、いつまでも住
み慣れた地域で暮らしていけるよ
うPFAについて学べる機会を設け
ていきたいと考えております。

約12,000人への見守り活動を展
開しています。見守り活動の内容
は、電話をかけて様子をうかがっ
たり、家の中でできる体操を紹介
した資料を持参したり、食事会の
代わりにお弁当を配るなど各地域
で様々な活動が行われています。
安心して見守り活動やサロン活動
を再開するために、消毒液やフェ
イスシールド、非接触型体温計を
取り入れ工夫を凝らし活動をして
おり、こんな時だからこそつなが
りをより大切にした活動を行って
います。

　  サイコロジカル・ファーストエイド（PFA）
講演会を実施しました

　  外出自粛高齢者障がい者等見守り事業を
実施しました

河内長野市社会福祉施設連絡会の紹介
　河内長野市社会福祉施設連絡会は平成27年４月に市内に施設をもつ全ての
社会福祉法人の参加のもと、設立しました。今回は社会福祉施設連絡会の目的
や役割について紹介します。

●PFAとは●
　支援者が被災者や犯罪の被害
者などと関わるときに使われる
心理的応急処置方法の１つで、
危機的な出来事に見舞われて、
苦しんでいる人の心理的回復を
支えるための、人道的、支持的、
かつ実際の役に立つ様々な支援
にまとめられており、災害弱者、
支援者自身のケアにも配慮され
ている支援手法です。

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 〒586-0041 河内長野市大師町26-1　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。　

施設名
1 救護施設　みなと寮
2 特別養護老人ホーム　寿里苑
3 介護老人保健施設　寿里苑フェリス
4 特別養護老人ホーム　寿里苑フルール
5 寿里苑加賀田デイサービスセンター
6 特別養護老人ホーム　スリーハートの丘
7 地域密着型介護老人福祉施設　クローバーの丘
8 養護老人ホーム　ふれあいの丘
9 デイホーム寺ヶ池
10 特別養護老人ホーム　生登福祉ケアセンター
11 特別養護老人ホーム　美加の台生登福祉ケアセンター
12 介護老人福祉施設　慈恵園希望の丘
13 老人保健施設　あかしあ
14 特別養護老人ホーム　泰昌園
15 ケアハウス　オーパス
16 デイサービスセンター　翠浩苑
17 くみのき苑　千寿
18 児童発達支援センター　しょうとく園
19 ワークメイト聖徳園

施設名
20 障がい者支援施設　あまの園
21 ライフサポートあおぞら
22 地域生活総合支援センター　きらら
23 フレッシュながの
24 ぬくもり
25 汐の宮保育園
26 天野山保育園
27 高向保育園
28 聖愛保育園
29 認定こども園長野こども学園
30 大典保育園
31 ちづる保育園
32 観心寺保育園
33 柳風台保育園
34 南嶺保育園
35 天宗清見台園
36 美加の台保育園
37 おおさかちよだ保育園
38 河内長野市社会福祉協議会

河内長野市社会福祉施設連絡会加入施設　（順不同・敬称略）
河内長野市社会福祉施設連絡会

イメージ図

地区福祉委員会、
民生委員

社会福祉施設

社会福祉協議会 社会福祉施設
連絡会地域福祉の

推進団体 （救護・高齢・障がい・児童）
地域の社会資源

連携・協働

施設と社協（地区福祉委員会）との協働による
地域福祉活動の推進

地域福祉活動の
担い手

福祉事業の担い手

日常生活圏域

地域支援⇔個別支援
連　携

大阪しあわせ
ネットワーク
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福祉センター「キタバ錦渓苑」からのお知らせ

★ネーミングライツ
　河内長野市と株式会社せいき
（キタバ薬局他運営）がネーミン
グライツ（愛称等の命名権）契約
を締結しました。４月よりネーミ
ングライツを開始、愛称が「錦渓
苑」から「キタバ錦渓苑」になりました。
★ロコモ体操教室
　株式会社せいき（キタバ薬局）と連携して、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。詳しくは、
キタバ薬局河内長野店まで。　　☎ 50-0016
★感染防止対策
　キタバ錦渓苑では、利用者が安心して利用できるよう新型
コロナ感染防止対策として次のような取り組みを実施してい
ます。
●館内ではマスクを着用。
● 体調不良時の利用を控えていただき、来館時は手指消毒と

検温。
● 各部屋の定員・各種設備（マッサージ機など）を半分に減
らし、人と人との間隔を確保しています。
● 入浴は、人数制限（一度に10名）・入浴時間は１時間以内。
　以上を基本として、その他に感染予防に必要な事項につい
ては、施設からその都度案内させていただいています。

女性電話相談（さざんかの会）

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）☎ 65-0707

　秘密厳守・相談無料・ナンバーディスプレ
イ（発信電話番号表示）はしていません。

障がい者用駐車スペースなどの適正利用のお願い

　公共施設や商業施設などにおいて、
出入口近くに設けられた幅の広い「車
いす使用者用駐車区画」や車いす使用
者以外の移動に配慮が必要な方のた
めの「ゆずりあい駐車区画」を一般の
人が利用し、真に必要とする人が利用
できなくなる事例がたびたび見受け
られます。障がい者や高齢者、妊産婦
など移動に配慮を要する方々が安心
して外出できるよう、ゆずりあいの心
で駐車スペースの適正利用にご理解、
ご協力をお願いします。

 障がい者福祉センター「あかみね」のからのお願い

　障がい者福祉センター「あかみね」は開館しておりますが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、利用にあたって以
下の【入館時のお願い】があります。
●入館時に受付での体温チェックにご協力ください。
◦発熱など、体調不良の場合は、利用を控えてください。
●マスクの着用をお願いします。
● ３密（密閉、密集、密接）の回避にご協力お願いします。
● クラブ・教室の利用時には利用証の提示、貸室の利用時に
は使用報告書に名前と連絡先を記入してください。
● 利用が終了しましたら、速やかに退館していただきますよ
うご協力お願いします。
　今後も感染拡大防止のため皆様のご理解とご協力をよろし
くお願いします。

ゆずりあい駐車区画

車いす使用者用駐車区画

InformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformation

令和２年５月～７月分
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し

☆一般寄付　計110，000円　匿名３件

☆善意銀行　
◯物品　一般預託：▼  藤岡孝江・コスモ千代田管理組合・ 

辻本ヒデ子・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》

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. 0721-65-0133（代表）  FAX. 0721-65-0143

●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/

次号は
令和３年１月１日発行予定

「協賛広告」募集！
詳細は社協へ

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 ●


