
かわちながの　No.112 2018年（平成30年）７月１日発行
社会福祉法人河内長野市社会福祉協議会

社協だより社協だより

　社協は、支え合いの活動を推進する事業（高齢者生
活支援体制整備事業）を進めるなかで、支え合いの活
動に関心のある人たちの話し合いの場（協議体）を進
めています。その中から、ちょっとした困りごとを住
民同士が支え合う仕組み「生活困りごとサポート　こ・
こ・わ」を市内全域に広げていきたいという参加者の
思いで、まずは美加の台地区と楠ヶ丘地区で４月から
モデル的に実施することになりました。
　活動開始から両地域で25名の登録サポーターが集
まりました。「こ・こ・わ」での活動を通じて、知り合
いが増える・地域に貢献できる・自分自身のこれから
の生きがいにしたいなど、さまざまな抱負を持ちつつ、
「自分も困ったことがあったら気軽に頼みたい」と、助
け合いが循環し継続するしくみを目指して活動してい
きます。
　また、このようなしくみを広げていき同じような活
動をされている他地域の方とも連携していければと考
えています。
　そして、今年度は新たに移動支援のしくみについて
話し合いの場を設けていく予定です。高齢者の生活を
支える移動手段は将来的に避けて通れない地域課題で
す。また、他のしくみについても話し合うテーブル（協
議の場）を用意しておりますので詳細は社協までお問
い合わせください。

こんな活動も
しました。

生活困りごとサポート 

こ・こ・わ 
　30分500円で草むしりや片づけ、
買い物代行など簡単なお手伝いを
有償ボランティアにお願いできる
しくみです。依頼についてはまず両地域のコー
ディネーターに相談、納得できれば「こ・こ・わ」
に登録後、お手伝いしてくれるサポーターさんと
の顔合わせを経て利用開始となります。依頼の内
容もご相談に応じます。
　（注）登録時には年会費が必要です。

こ・こ・わのしくみ

野菜づくりの手ほどき。利用者より「これで土いじりが楽しめます」

モデル事業がはじまりました

お手伝いしてほしい人の こ ころとお手伝いできる人の こ ころがわ っかになって、とぎれることなくくるくると回り続いて助け合いの輪がひろがっていくイメージから造られた言葉です

こ・こ・わの由来

わ
お手伝いできる人の こ ころが

こ ころと
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　今年も福祉委員会委員長連絡会と
社協とが共同で、第26回河内長野
市民まつりに参加しました。
　福祉委員会とは、だれもが安心し
て暮らすことができる福祉のまちづ

くりの実現のために、住民が主体的
に活動する組織です。主に小学校区
毎に組織されており、市内には15の
地区（校区）福祉委員会があります。
　日頃、それぞれの福祉委員会がど
のような活動をしているのかを知っ
ていただくために、活動のパネル掲
示を通じて啓発活動を行いました。

5月13日
市民まつりに参加

雨の中、たくさんの福祉委員さんが
ブースを盛り上げました。

ダイアリーいちまち

ユニクロ

ワークマン
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　「市町diary」（市町634番地）は、地域の新たな活動拠点として、平成
28年４月に誕生しました。子どもから高齢者までどなたでも利用できる
住民主体の活動がおこなわれています。その目的は、「地域の居場所づくり」
「介護予防」「世代間交流」「生きがいづくり」「子育て支援」などです。

◦�ちよだ寺子屋（千代田小学校区みんなのまちづくり会主催に
よる、学習の場の提供。主に長期休暇に開催）

◦�ごはんやday（ごはんやdayプロジェクト実行委員会主催に
よる、食事を通じてのふれあい、世代間交流、ボランティア
による学習支援の場。毎月１回開催）

◦�げんきやday（体操とお喋りの時間。毎週金曜日午前中開催）

古民家
ダイアリーいちまち

「ごはんやday」には、毎回多くの方が参
加され、とても賑やかです。

活動紹介

　これらの活動は、今年度も引き続き、実施の予定です。ご興味のある方、
「市町diary」を活用されたい方は本会までお問い合わせください。

介護職員初任者研修
対象者 ◦ 子育てなど終えて時間を有効活用したい方

／介護を学びたい方
◦ ボランティア活動をしたい方／誰かの役

に立つ仕事をしてみたい方
　是非ともあなたの笑顔をいかしませんか？
※受付期間等詳細はお問い合わせください

◦ 在宅、施設で働く上で必要となる基本的な知識・技術を修得
し、指示を受けながら、介護業務を実践

◦ 利用者の心身の状況に応じた介護や他職種との連携などを行
うための幅広い領域の知識・技術を修得し、的確な介護を実践

◦多様な生活障がいのある利用者に質の高い介護を実践
◦ 介護技術の指導や職種連携のキーパーソンとなり、チーム

ケアの質を改善

ホームヘルパーや高齢者の介護施設・
デイサービス、障がいのあ
る方の支援、地域ボラン
ティア、サロン活動　など

問い合わせ ：在宅福祉課訪問介護係　☎64︲9000
募集人数 場　所

受 講 料

８月21日～11月６日（130時間）
午前９時30分～午後5時��火曜日・木曜日に開催
現場経験豊富な講師陣が介護に必要な知識・技
術を丁寧に指導いたします。介護のワンポイント
アドバイスなどプロが教えるヒントがいっぱい♪

10名 市町diary

65,400円（テキスト代・消費税含む）

研修期間
（予定）

研修内容

資格取得の後は、どんな仕事があるの？ 初任者研修修了者
（ホームヘルパー２級研修相当）

介護福祉士

認定介護福祉士
（仮称）

〈実務者研修〉

グループワークや演習を交えな
がら楽しく学んでいただきます

A
Ｑ

活
動
一
覧

介護の資格を
取得して

社会貢献しま
せんか？
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● 生活費に困っている。
●今後の生活が不安。
● 親の介護中、突然失業。ショックで気力も出ない。
　何をどうしたらいいのか。
●借金の返済のため食べるものも切り詰めているが、限
界かもしれない。
●生活保護について知りたい。
●ギャンブルがやめられなくて生活に困っている。

●在宅での生活に不便さを感じて
いるので、福祉サービスを
利用できないか？
●自分の状況に応じた減免制度
があれば、教えてほしい。
●公的な制度やサービス以外で、困っている人を助けて
くれる仕組みはないか？

●年金の申請の仕方が難しいので一緒に見てもらえないか。

●近所に書類整理や金銭管理に困ってる人がいる。
●すぐ近くにひきこもりがちな高齢者がいて心配だ。
●知り合いに家庭内暴力で悩んでいる人
がいる。
●近くで家の中にゴミをため込んでいる
人がいる。どうしたらいいか？
● 成年後見制度について教えてほしい。

●役所から書類が送られてきたけ
れど、複雑でよくわからない。
●大事な書類は一緒に見て解
決してほしい。

●もっと安い家賃のところに移りたいが、介護で時間の
余裕がない。相談にのってほしい。
●今は何とか一人でやっているが、見守りというか、気
軽に相談できる人がいたらうれしい。
●気にかけてくれる人がいると思うと、安心する。

CSWは、みなさんのお住まいの近くにいる福祉の相談員です。
本市には７人のCSWがいます。
相談は無料で、個人情報は厳守します。ご自宅に伺うことも出来
ますので、気軽に安心してご相談を。また、啓発活動として、活
動報告集の発行や地域での集いの場に出向いて講演会等もおこ
なっています。まずは、本会までお問い合わせください。ご相談
内容や居住地に応じて、担当のCSWを紹介します。

●地域で集える場所を作りたい。
●一人暮らしをしている高齢者の
見守りについて地域で考えたい。
● サロン活動に関わりたい。
●引っ越してきたばかり。地域の活動に参加して知り合い
を作りたい。
●地域で子育て中のお母さんたちと情報交換できる
場所を知りたい。

CSW コミュニティ
ソーシャル
ワーカー に

ご相談ください

見守り

制度のこと
お金のこと

お困りごと

地域でのふれあい

その他気になること…

こんな� は
ございませんか？

河内長野市いきいきネット相談支援センター

河内長野市いきいきネット相談支援センター

CSWCSWコミュニティコミュニティソーシャルソーシャル ワーカーワーカー

福祉の総合相談窓口

千代田地区

いきいき介
護フェアで

行った講演
会
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　障がいをお持ちの方々が生産活
動を通じて社会参加を果たすこと
と、生活の自立と向上を図るため
に、４つの事業（就労移行支援、
就労継続支援B型、相談支援、グ
ループホーム）を行っています。
企業から依頼のあったプラスチッ

　日々の連続性を大切にし、遊び
ながら学ぶをモットーにたくさんの
経験を積み重ねて、将来社会に出
たときに自分らしくキラッと輝ける
ような土台づくりを意識して取り
組んでいます。子ども達の主体性
を大切にし、たとえ失敗したとして

河内長野市社会福祉施設連絡会
加入施設紹介

社会福祉法人聖徳園
ワークメイト聖徳園
 河内長野市小山田町379-13

☎ 55-6568

社会福祉法人みのり学園
南嶺保育園

河内長野市南花台6-16-1
☎ 62-2200

シリーズ
その8

ワークメイト聖徳園

南嶺保育園

　連絡会では、地域福祉活動団体や地域住民に向けた広報・PR活動の強化の一
環として、社会福祉施設連絡会パンフレット「あんしん・つながりマップ」を作
成しました。このパンフレットには、連絡会に加入している施設のマップと各施
設の詳しい情報を掲載しています。また、種別を「救護」「高齢」「障がい」「児童」
「社協」の５つに分けて１冊にまとめています。
　このパンフレットは、加入施設の他に、市内公民館等公共施設にも置いています。

社会福祉施設連絡会パンフレット
「あんしん・つながりマップ」を作成しました。

ク部品の製造や組立、花や植物の
栽培と販売、喫茶店での接客や手
作り焼き菓子の販売などの作業を
しています。作業の他にも、利用
者同士の交流やリフレッシュを目的
としてレクリエーション（お花見や
運動会などの行事）をしています。
　また、ボランティアや小学生の
体験学習の受入れや、28年度よ
り「生活困窮者レスキュー事業」
をおこない、失業や生活困窮など
様々な生活SOSに対応する総合
生活相談員を配置しています。

もその過程を評価し、また優しい
心を育んでもらうように取り組ん
でいます。コノミヤテラスとの連携
や、ボランティアを受入れ、園児と
地域の方々と交流を深めています。
　また、親子のふれあいを深める
と共に、保護者同士の輪を広げて
いけるよう、未就学児とその保護
者を対象に「親子で遊ぼう教室」
を月３回開催しています。子育て
の情報交換がしたい方、ちょっと
息抜きをしたい方など、興味があ
る方はぜひお問い合わせください。

■連絡会への思い
　以前より交流のある施設もあり
ますが、さらに他分野の施設と交
流や連携をしていきたいです。

■連絡会への思い
　より地域に貢献して絆を深めて
いきたいです。河内長野市の人口
増加に貢献していきたいです。

利用者募集中です。
お気軽にお問い合わせください。

絵の具遊びをしている０歳児

　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。

社会福祉協議会
（大師町26-1）
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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。　

デコレーション寿司を
作って、食べよう

運動遊びで
楽しく体を動かそう

対　象　��市内在住の障がい者手帳を所持する小
学生・中学生・高校生とその保護者ま
たは介護者（必ずペア利用で）

日　時　��８月９日（木）�
・午前の部　午前10時～�
　デコレーション寿司作り�
・午後の部　午後１時～�
　佐藤�津良先生の運動遊び

ところ　��市立障がい者福祉センター「あかみね」

定　員　��午前・午後の部� 10組（抽選）�
午後の部� 10組（抽選）

参加費　��１組600円（食材費として)�
※ただし、午後の部のみの参加は無料です。

持ち物　��エプロン、タオル、飲み物、上靴か体育
館シューズ�
※動きやすい服装で参加ください。

申込み　��７月27日（金）「あかみね」まで�
※電話申込み可、土日祝は除く。

★
★ ★

★

★

★

＆

～送迎付き生活介護～
新規利用者募集中

❖利用日：月・火・水・木・金（ただし、国民の祝日、
12月29日から１月３日までを除く。）

❖利用時間：午前10時～午後４時
❖利用定員：20名�（医療的ケアの必要な方３名を含む）
❖実施地域：河内長野市
❖対象者：当事業所においてサービスを提供する対象

者は身体・知的・精神障がい者、難病等の
方です。

　※��当事業所を利用するには、各市町村が行う障害支援区分認定
調査において、障害支援区分３以上の方。また、年齢が50歳
以上の方の場合は障害支援区分２以上の方が対象となります。

❖運営の方針：
　��医療的ケアの必要な方を含んだ日中活
動の場として、利用者が自立した日常生
活または社会生活を営むことができるよ
う、排せつおよび食事の介護、創作的活
動または生産活動の機会の提供その他
の便宜を適切かつ効果的に行います。

からのお知らせ

夏休み「あかみね」ウキウキ企画

問い合わせ 市立障がい者福祉センター「あかみね」
☎：56-1590　FAX：56-1592　利用日：午前9時～午後5時30分
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　平成29年度の事業報告および決算
は、５月14日の監事監査を経て、理事
会（５月22日）、定時評議員会（６月
８日）において承認されましたので、
その概要を報告します。

 概　要
▶地域福祉の推進
・�「かわちながの　つながり・支えあい
推進プラン」の推進
・�市内15地区（校区）福祉委員会を基
盤とした小地域ネットワーク活動の支
援、住民参加型事業の実施
・�高齢者生活支援体制整備事業による
生活支援コーディネーターの配置お
よび支え合いのしくみづくり
・�ボランティア活動や地域福祉活動の
担い手となる福祉人材の養成
・�地域福祉への協働・参画意識の醸成
を目的とした福祉教育の推進
・�共同募金運動の実施
・�福祉団体への支援
▶在宅生活の支援
・�身近な福祉の相談窓口として市内の６
拠点（いきいきネット相談支援センター）
に地域相談支援員（CSW）を配置し、
個別相談対応や、地域の関係団体等と
連携した地域の福祉課題解決の実施
・�社会的孤立や孤独死などを防ぐ支え
合いの仕組みづくりや、当事者組織
への支援
・�日常生活自立支援事業の展開
・�生活福祉資金の貸付けおよび生活困
窮者家計相談事業の実施
・�車いすおよびスロープ付き自動車の
貸出し
▶社会福祉法人の地域貢献事業への取り組み
・�市内39の社会福祉法人施設および社
協で組織する「社会福祉施設連絡会」
の運営と地域貢献活動
▶『市町diary』を活用した多目的事業の展開
・�介護予防や世代間交流、地域連携な
ど多様な住民主体の活動実践の場お
よび情報発信
・�介護および福祉人材育成の場
▶在宅福祉事業
・�利用者の在宅生活向上のための必要
な介護サービスの提供

平成29年度事業報告・決算
・�新たに導入された「介護予防・日常生
活総合支援事業」の実施
・�障がい者総合支援事業の実施
・�訪問型サービスA事業養成研修の開催
▶指定管理事業
・�福祉センター「錦渓苑」の管理運営、
生きがい、居場所づくり
・�障がい者福祉センター「あかみね」で
のデイサービスおよび生活介護事業
の展開
▶障がい者生活支援事業「ピアセンター
かわちながの」の運営
▶障がい者就労支援事業
・�就労継続支援B型事業所の運営と障が
い者の就労の場の展開

▶災害ボランティアセンターの運営
・�台風21号による被災者に対する自立
支援活動の実施
▶法人運営事業の実施
・�役職員定例会議の開催
・�理事会評議員会、委員会の開催
・�監事による内部定期監査の実施
・�社会福祉法人制度改革への対応と組
織運営の強化
・�大阪府市町村社協連合会・河南ブロッ
ク社協連絡会への参画
・�組織構成会員制度の普及拡大
・�賛助会員、福祉基金の募集等、自主
財源の確保
・�「社協だより」発行に加え、ホームページ・
ブログ・ツイッターによる情報発信

資　産　の　部
流動資産
現金預金 249,127,937
事業未収金 45,009,919
商品・製品 61,632

固定資産
土地（基本財産） 7,888,173
定期預金（基本財産） 1,300,000
土地（その他固定資産） 20,263,190
建物（その他固定資産） 457,255
構築物（その他固定資産） 327,231
車輌運搬具 2,779,378
器具及び備品 418,332
ソフトウエア 225,625
退職手当積立基金預け金 159,482,410
福祉基金積立資産 110,901,000
人件費積立資産 19,885,534
備品等購入積立資産 10,928,146
運営基金積立資産 2,180,087
介護支援推進事業積立資産 81,768,246
施設整備等事業積立金 10,721,491
その他の固定資産 354,000

資産の部合計 724,079,586

負　債　の　部
流動負債
事業未払金 23,924,283
預り金 45,000

固定負債
退職給付引当金 201,927,050

（負債の部　計） 225,896,333
純　資　産　の　部

基本金 1,300,000
福祉基金 110,901,000
国庫補助金等特別積立金 300,212
その他の積立金 125,483,504
次期繰越活動増減差額 260,198,537
（うち当期活動増減差額） 16,786,478

（純資産の部　計） 498,183,253
負債及び純資産の部合計 724,079,586

貸借対照表� 平成30年3月31日現在（単位：円）

収　　　　入
区　　　　　分 決　算　額

会費収入 2,835,000
寄付金収入 2,611,858
経常経費補助金収入 91,300,764
受託金収入 201,979,608
事業収入 1,346,400
負担金収入 1,597,659
介護保険事業収入 83,854,677
就労支援事業収入 8,683,550
障害福祉サービス等事業収入 199,096,044
受取利息配当金収入 1,775,454
その他の収入 9,373,670
その他の活動による収入 29,623,710
前期末支払資金残高 255,441,261

収入合計 889,519,655

支　　　　出
区　　　　　分 決　算　額

人件費支出 468,848,124
事業費支出 29,279,099
事務費支出 79,773,093
就労支援事業支出 8,462,268
助成金支出 13,466,338
負担金支出 3,855,390
積立資産支出 4,000,100
その他の活動による支出 11,666,670

当期末支払資金残高 270,168,573
支出合計 889,519,655

平成29年度　資金収支決算� （単位：円）
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　人口の減少、家族や地域社会の変容
などさまざまな課題が生じているな
か、子ども・高齢者・障がい者などす
べての人権が尊重され、人びとが地域
で安心して暮らし、生きがいをともに
創り、高め合うことができる地域共生
社会を実現するためには、地域コミュ
ニティーの再生・再編と活性化を図る
必要があります。
　特に、平成30年度は改正社会福祉
法が完全施行され、生活困窮者自立支
援法の改正や介護報酬・障害福祉サー
ビス等の報酬改定、介護人材の処遇改
善の促進など将来の社会福祉のありよ
うに大きく関わる施策が展開され、さ
まざまな福祉課題への対応が求められ
る１年になります。
　そうした中、本会では、地域福祉の

推進を基本理念におき、市民（福祉委
員や民生委員・児童委員、ボランティ
ア、自治会関係者等）の参画と協力の
もと、社会福祉施設連絡会、福祉団体、
福祉サービス提供事業者、大阪府社会
福祉協議会の「しあわせネットワー
ク」や専門機関・行政等と密接に連携
し、地域における公益的な取組みを視
野に入れ、社協の有する専門機能や公
共性の高い非営利の民間組織として、
また、地域福祉推進のプラットフォー
ムとしての特性を発揮して『人づくり
によるまちづくり』を進め、地域に暮
らす高齢者や障がい者をはじめ、すべ
ての市民が安全・安心に暮らせるまち
をめざし、本年度、次の重点目標を掲
げ、さまざまな取り組みを展開してま
いります。

平成30年度事業計画・予算

収　　　　入
区　　　　　分 予　算　額

会費収入 2,966,000
寄付金収入 1,890,000
経常経費補助金収入 91,010,000
受託金収入 201,700,800
事業収入 1,448,000
介護保険事業収入 73,833,000
就労支援事業収入 8,014,000
障害福祉サービス等事業収入 203,651,621
受取利息配当金収入 1,792,000
その他の収入 374,000
施設整備等補助金収入 500,000
前期末支払資金残高 225,459,000

収入合計 812,638,421

支　　　　出
区　　　　　分 予　算　額

人件費支出 449,447,000
事業費支出 32,581,200
事務費支出 78,729,000
就労支援事業支出 8,245,000
助成金支出 13,866,000
負担金支出 4,150,000
施設整備等支出 2,000,000
その他の活動による支出 18,928,000
予備費 35,264,000

当期末支払資金残高 169,428,221
支出合計 812,638,421

平成30年度　資金収支予算� （単位：円）

重点目標 

１��　『かわちながの　つながり・支え
あい推進プラン』に基づき、計画の
進捗状況を確認しつつ、基本目標を
重視した地域福祉活動と地域公益活
動を推進します。
２��　高齢者生活支援体制整備事業を通
じ、多様な主体から構成される協議
体（かわちながの地域ささえあい推進
会議）を運営し、地域住民の地域福
祉活動への参加を促進するための仕
組みづくりや分野を超えて課題解決
に取り組める体制づくりを進めます。
３��　地域共生社会の実現に向けた事業
の拡大・充実や高齢者や障がい者を
はじめ、生活課題を抱えた方々の相
談支援体制の整備、障がい者の就労
支援の場、災害に関する取り組みな
どを展望した新たな地域福祉活動の
総合的活動拠点の確保を図ります。
４��　社会福祉法人の使命として、関係
機関・団体と連携し、地域貢献活動
に積極的に取り組むとともに、地域
福祉活動のプロとして、人材の育成・
強化への取り組みを推進します。

　本会は広く住民に開かれた組織として、現在、市
内の77の団体・機関・事業者に組織構成会員に加入
していただいています。� �
　会員は評議員の選出団体になるなど、様々な立場
から社協の運営、事業に参画していただくことがで
きます。

　社協の趣旨および目的に賛同し、その事業に参加しなが
ら財政面で社協を支える会員です。
【個人】　　　　特別賛助会員　1,000円
【法人・団体】　法人賛助会員　5,000円
※�本会への寄付金については、税額控除制度の適用を受け
ることができます。
制度の詳細など問い合わせは本会まで連絡ください。

社協を支えていただけませんか！

社協の組織構成会員募集 社協の賛助会員募集

いずれも
１口年額
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7月InformationInformationInformation 9月

～あなたもわたしもぼくもチャレンジ～
ボランティア活動体験プログラム

　新しい出会いや気付き・学び・感動、そしてたくさんの笑
顔がこの夏を特別なものにしてくれるはずです!
　今年も、「社協」と「るーぷらざ」が共催で実施します。
　さまざまなボランティア活動の中から自分に合いそう
なものを選んで参加してみませんか。子どもから大人ま
で、どなたでも参加できます。
開催期間　  ７月１日から９月30日
★社会福祉施設で体験してみませんか
　申し込み・問い合わせ　地域福祉課
　��http://www.osakafusyakyo.or.jp/volunteer/summerv.php
　・��各プログラム体験希望日の10日前までに電話で受
付します。

　・平日　午前９時～午後５時30分
★ボランティアグループで体験してみませんか
　申し込み・問い合わせ
　河内長野市立市民公益活動支援センター「るーぷらざ」
　〒586-0025　河内長野市昭栄町８-12
　☎53-8100　http://looplaza.moo.jp/
　・  ７月５日（木）から実施日の７日前まで電話で受付
します。（先着順）

　　火曜日を除く午前９時～午後９時
　　土日祝　午前９時～午後５時30分

☆一般寄付
　計1,804,173円
　��株式会社M&M・井上智惠子・
森下利幸・ハロービューティー・
日本キリスト教団金剛教会婦人
会・匿名８件

☆善意銀行
　○現金　計690,485円
　��　��指定預託：▼河内長野市災害ボランティアセンターへ《フラ
ワーショップ七彩・南大阪アロハフェスティバル・河内長野
ガス株式会社・サロンドアージュ・社会福祉法人博光福祉

会特別養護老人ホーム寿里苑・匿名１件》　▼市立障がい者
福祉センター「あかみね」へ《千代田台なごみ会・南海ウイ
ングバス金岡株式会社》　▼河内長野市心身障害児・者父母
の会へ《河内長野遊技業組合》　▼河内長野心理リハビリテ
イション学習会いわわきへ《河内長野遊技業組合》▼車い
す購入費へ《匿名１件》

　○物品
　　一般預託：ピュアグループ　小西一雄・匿名4件
　��　��指定預託：▼河内長野市災害ボランティアセンターへ《富山
達也・ライオンズクラブ国際協会335‐B地区12R２Z全ク
ラブ・河内長野ガス株式会社・匿名１件》　▼市立障がい者
福祉センター「あかみね」へ《河浦和哉・千代田台なごみ会》

29年11月～ 30年４月分
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し

ボランティア入門講座
～世界に活かそうあなたの力を! ～

日時　７月22日（日）午後１時30分～４時30分
場所　キックス４Fイベントホール
内容　�� �第１部　��講演�

SDGs(持続可能な開発目標)とは何か
～その概要と特徴～

　　　第２部　SDGsについてグループワーキング
申し込み・問い合わせ　くろまろ塾事務局
☎54-0001　http://www.kiccs.jp

��女性電話相談（さざんかの会）

☎�65-0707
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）
　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）
なし。

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「錦渓苑」 http://business4.plala.or.jp/kinkeien/

次号は
平成30年10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 ●


