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社協だより社協だより

　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）。皆さまには様々な形で募金運動にご協
力いただき、心から感謝を申し上げます。
　河内長野地区募金会では、コロナ禍の影響で例年の
様な募金活動が実施できない中でも、感染防止対策を行いながら、住民の皆さま、
ボランティア、学校、福祉施設、事業所など、皆さまのご支援のもと多くの募金
をいただくことができました。
　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
に助成されます。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。
　今後も、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。

ご協力ありがとう
ございました

▲ 募金を行う子どもたち

謹賀新年

赤 い 羽 根 共 同 募 金

種　　別 実績額（円）
戸 別 募 金 2,193,937
法 人 募 金 947,163
学 校 募 金 322,372
街 頭 募 金 中　止
募 金 箱 139,581
関 係 機 関 募 金 667,760

合　　計 4,270,813

令和３年度  河内長野地区募金会募金実績
（令和３年12月２日現在）

福祉のまちづくりに携わり、私たちといっしょ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

　皆さまにおかれましては、お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、さまざまな事業活動に深いご理解とあたたかいご協力を賜り厚くお礼申
し上げます。
　このたび、前吉村会長の後を引き継ぎ、令和３年６月18日付けで会長に就任いたしま
した。微力ではございますが、地域共生社会の実現のため、力を尽くしてまいる所存で
ございますので、皆さまのご指導のほどよろしくお願いいたします。
　さて、本会は昨年４月にイズミヤ河内長野店４階にオープンした「河内長野市地域ま
ちづくり支援拠点」に事務所を移転し、職員一同、心機一転して事業をスタートしました。
　また昨年は、行政と社協が一体となって取り組む、地域づくりの基本となる河内長野
市第４次地域福祉計画・河内長野市社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画『かわちな
がの　つながり・支えあい推進プラン』を策定しました。河内長野市における地域課題
を解決するため、福祉委員や民生委員・児童委員、ボランティア、地域団体、自治会関
係者の参画と協力のもと、福祉団体、福祉サービス提供事業者、民間事業者とも連携し、
活動計画を着実に進めてまいります。
　市民の皆さまのより一層のご支援、ご協力をお願いいたします。  　令和４年元旦　

社会福祉法人
河内長野市社会福祉協議会
会長　溝 端 秀 幸
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　ピアカウンセラーの「ピア」には、「仲間」と
いう意味があります。
　ピアセンターかわちながのでは、聴覚障がい・肢体不自由・視覚障がいの
ピアカウンセラーを配置しており、障がいのある人自身がカウンセラーとなっ
て、障がいのある人に対してピアカウンセリングをおこなっています。ピア
カウンセリングでは、同じ障がいのある人同士だからこそ悩みや不安を分か
りあうことができます。ピアカウンセラーは、悩みや辛さなど心の内を聴き
合い、心の支え合いをとおして精神的なサポートをする相談者であって、自
立生活のための知識や経験などの情報提供・情報交換をする役割もあります。
　相談ではなく、まずはお話でも大丈夫です。ぜひ、お気軽にお話しましょ
う。「ピアサロン」などの交流会も企画・実施していますので、ぜひご参加
ください！

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

地域の相談ごとは
おまかせください

　誰もが安心して自分らしく暮らすためには、地域の中で困りごとを気軽に相談
できる場所・機会が必要となります。分野を越えて総合的に相談に応じていくため、
本会では令和３年４月より「相談支援課」を新設しました。地域生活課題について
「ピアセンターかわちながの」での障がい者の相談支援と地域の総合相談（ＣＳＷ）
が一体的に取り組んでいます。

コミュニティソーシャルワーカー（略:CSW）は
あなたの地域の福祉の相談員です

テーマ型サロン「ほっとかへん」開催します！

　生活の中の困りごとはもちろん、「どこに相談に行けばいいのだろ
う？」などの不安を抱えておられる方は、一度お話しを聞かせてくだ
さい。ご本人はもとよりご家族、ご近所の方からのお話しも伺います。
ご相談の際は、事前に下記の相談電話にご連絡ください。

　地域で困りごとを抱えている人を「どうしてあげたらいいの？」と思っている方、是非一緒に話し合
いましょう。

相談日

聴覚障がい　  第１・２・３火曜日
午前10時30分～午後３時

肢体不自由　  第１・２・３水曜日
午前10時30分～午後３時

視覚障がい　  第１・２・３木曜日
午前10時30分～午後３時

※ 曜日や時間について、変更することが
ありますので事前にご予約ください。

相談場所・お問合せ

河内長野市社会福祉協議会内
ピアセンターかわちながの
〒586-0033　河内長野市喜多町663-1
イズミヤ河内長野店４階
TEL. 0721-70-7002
FAX. 0721-70-7003

ピアカウンセラーの取組み
　ピアカウンセラーについて地域のみなさん
に知ってもらいたい！という思いで、令和３
年10月から12月にかけて、地域の身近な相
談員である、民生委員・児童委員のみなさん
と交流会を実施しました。お互いの活動につ
いて知る機会となり、交流が深まりました。

全小学校区
市役所人権協会内
TEL.090-6980-5532

南花台中学校区
美加の台中学校区
TEL.090-5129-3516

西中学校区
TEL.090-5130-1862

長野中学校区
TEL.080-1459-3270

東中学校区
TEL.090-5360-4213

加賀田中学校区
TEL.080-1457-1416

千代田中学校区
TEL.080-1527-4629

相談時間は、平日午
前10時～午後４時30
分です（年末年始を
除く）。

困りごと相談会を
同日開催します！

本人はもとよりご家族やご近所の方からの相談も伺います。
場　所 　イズミヤゆいテラス　小多目的スペースＡ・Ｂ
時　間 　午後１時～４時30分
対　象 　河内長野市内にお住まいの方、お勤めの方

テーマ 　ひきこもり
ゲスト 　  南河内プラッツ

　石田 貴裕 氏

午後１時30分
～３時

1 19水
テーマ 　精神障がい
ゲスト 　  市障がい福祉課

午後１時30分
～３時

2 16水
テーマ 　認知症
ゲスト 　  地域包括支援センター

午後１時30分
～３時

3 16水

お気軽
に

ご相談
くださ

い

ピアカウンセラーを
ご存じですか？

場　所 　  イズミヤゆいテラス　大多目的スペース
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つながり
フェスタ

　ちづる保育園は、昭和50年に
地域の保育園として、千代田石坂
自治会が母体となり設立された保
育園です。
　定員60名と河内長野市では小
規模の保育園のため、家庭的で
ゆったりとした環境のもと一人ひ
とりの存在を大切にした保育を行
い、子どもたちは、クラスを隔て

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 博光福祉会

   寿里苑加賀田デイサービス
センター　　

河内長野市加賀田3047番地の１
TEL. 0721-60-3888

社会福祉法人 ちづる保育園

ちづる保育園
河内長野市木戸西町3丁目7番6号

TEL. 0721-54-5511

シリーズ
その16

ちづる保育園

寿里苑加賀田
デイサービスセンター

　「ありのままのあなたでいてほ
しい」加賀田デイサービスではこ
の気持ちを大事に、利用者様お一
人おひとりとの素晴らしい出会い
を大切に、真心のこもった「ほっ
とケア」で皆様をお迎えできるよ
うに心掛けています。
　機能訓練、スリング体操といっ
た各種運動にて身体の機能維持・
向上に楽しく取り組んでいただい
ています。また、作品作りや脳トレ・
園芸や書道など利用者様のニーズ
に沿った趣味・クラブ活動を用意
し、他にも様々なサービスメ

て自然に異年齢の関わりを持ち、
大きい子が小さい子のお世話をす
る場面がみられます。
　また園の隣にはだんじり小屋が
あり、秋祭りが行われる際には、
園児も参加させていただくことが
あります。保護者、職員そして地
域の人たちと一緒に、子どもたち
の育ちを見守っています。小さい
時から外でたくさん遊び丈夫な体
を作り、大きくなると体育遊び、
和太鼓、英語遊び等様々なことを
経験し自信へとつなげていきます。
　これからも、子どもも保護者も
安心して通っていただける園であ

ニューを提供させていただき、お
一人おひとりがご利用を満足して
帰っていただけるように心掛けて
います。さらに毎年秋には加賀田
祭りを開催。地域の方々にもご参
加いただき、模擬店やイベントに
て皆様に喜んでいただいています。

■ 連絡会への思い
　ご利用者様が安全で安心して地
域で暮らしていけるように、社会
福祉施設同士連携を行い支援して
いきたいと思っています。

りたいと思います。

■ 連絡会への思い
　子どもたちの未来のために、共
につながっていくことができれば
いいなと思います。

人気のスリング体操の様子

近所の方の畑でさつま芋掘りの様子

　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
（イズミヤ河内長野店４階）

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です

場 所 イズミヤゆいテラス

　今回の「つながりフェスタ」では、コロナ禍でも、市民の方や市民活動団体が一緒に
唄や踊り、音楽等ステージを通じてつながりをつくっていくイベントです。
　また、団体によるバザーも同時開催しますので、お気軽にお越しください。
出演、出店情報は、ホームページをご覧ください。 問地域福祉課

日 時 令和４年1月22日（土） 10:30 ～ 15:30

～こころもからだも感じてつながる
 市民活動フェスティバル～

～展示でつながる
 　市民活動フェスティバル～

つながり
フェスタ 2021

2021

　コロナ禍でも、市民の方や市民活動団体
同士のつながりを絶やさないようにとパ
ネルの展示とバザーを開催しました。期間
中には約450名の来場があり、出会いや再会に
よる笑顔が広がっていました。
　今回の企画は市民活動センター登録団体の他
に、障がい者支援事業所「あかみね」、「オリーブ」

とも連携しており、賑わいがある催しとなりま
した。子どもたちはイズミヤ河内長野店からお
菓子のご協力をいただいたスタンプラリーに夢
中でした！

次回の案内です

令和３年10月26日㈫～31日㈰に
開催しました

▲

社
協
Ｈ
Ｐ

ステージの部

展示の部
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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 〒586-0033 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。　



福祉センター「キタバ錦渓苑」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

就労継続支援Ｂ型事業所「オリーブ」カフェからのお知らせ

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
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
けている方および介護者のほか、母子家庭の母子
が利用することができます。
　利用内容については、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。
詳しくはお問合せください。

　障がいがあっても仲間と一緒に働きたい！ステップアップした
い！　そんな方々に就労の機会の提供や、就労に必要な知識や能
力を育てる訓練を行っています。

　「おやとも」の会では、発達に特性のある子
どもを育てる保護者が集まっています。ＡＤＨ
Ｄ、自閉スペクトラム症などの発達障害や、障
がい者手帳を所持していないが医療機関や支援
を利用しているなど、さまざまなご家庭が参加
されています。
　保護者会ではおだやかな雰囲気でお話をして
います。見学も可能ですので、お気軽にお問い
合わせください♪
場　所 　障がい者福祉センターあかみね（必要

に応じてZoom）
対　象 　河内長野市在住の発達特性をかかえる

子どもの保護者

　ボランティア講習会を開催します。
　「あかみね」でボランティアをするときの心
構えなど、知っていただくことを目的に開催し
ます。すでに当センターでボランティア活動を
されている方も、これからはじめようと考えて
いる方も、ご参加いただけます。内容等の詳細
はお問い合わせください。
開催日 　２月25日（金）
場　所 　障がい者福祉センターあかみね
対　象 　当センターでボランティア活動をされ

ている方、これからはじめようと考え
ている方。

　令和３年10月
に森明信さん（㈱
モリ工業相談役）
より、障がい者セ
ンターあかみねへ
「ふれあい広場あ
かみね」として芝
生などの寄贈があ
りました。今後は、あ
かみね事業において有
効に活用させていただ
きます。

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

「おやとも」の会よりお知らせ

ボランティア講習会 あかみねに芝生広場などが寄贈

これからのおやともの会の予定
※状況によっては、内容が変更となる場合もあります。

日　程 事業内容
１月27日（木） アンガーマネジメント（大谷先生）
２月16日（水） おやとも　保護者会（米田先生）
３月９日（水） おやとも　保護者会（米田先生）

３月下旬
作業療法相談
（立山先生　春休み期間中）
※調整中（２回開催予定）

４月上旬 ペアレントトレーニング説明会、
体験談の紹介

５月下旬～ ペアレントトレーニング連続講座
（全10回）　※小学生保護者対象

就労支援Ｂ型とは……

カフェオリーブ  ～MENU～
●モーニングサービス 300円
　（ドリンク・トースト・ゆで卵付）
　 AM10:00 ～ 12:00
●パスタ、カレー、オムライス等

かわちながの社協だより　No.123 かわちながの社協だより　No.1236 7



InformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformationInformation
女性の電話相談（さざんかの会）

　コロナ禍で外に出てお話しできない
状況下、電話でお困りごとを少しお話し
してみませんか？　ひとりで悩んでい
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、

お問合せください。 問地域福祉課

おしゃべりコール（あんしんコール事業）が始まりました

　コロナ禍で高齢の一人暮らしの方や高齢者夫婦のみ
の世帯の方で、つながりが希薄になり、安否を心配し
ている方に向けて、「おしゃべりコール（あんしんコー
ル事業）」が11月から始まりました。この取り組みは
ボランティア連絡会の会員がご利用者へ、電話でお声
かけをし、安否確認を兼ねて15分程度お話をお聴き
します。定期的な電話による声かけ（安否確認）を利
用希望の方は、お問合せください。 問地域福祉課

愛の献血にご協力ください

　昨年９月19日三
日市町駅前で三日市
だんじり献血を行い
ました。コロナ禍に
よりだんじりの曳行
は中止となりました
が、55名の青年団・
祭関係者・市民の皆さんに協力していただきました。
　また、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、特に若い人たちの献血協力が減少していま
すので、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

２月５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15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。

社協だよりに広告を掲載しませんか？

〇河内長野市内全戸配布（約48,000部）
〇発行回数　年３回（７月、10月、１月）
〇体裁　１ワク　縦45mm×横45mm
〇掲載料

　希望される方はお気軽にご相談ください。
 問企画総務課

☆一般寄付　計127,631円
　森尾友宏・匿名１件
☆善意銀行
　○現金　　計1,127,101円
　　指定預託
▽特定非営利活動法人PAS
へ《正木建設株式会社・後
野将人・有限会社宙心きら
ら・ベレガ株式会社・株式
会社ウィルドゥ・片岡直子・

峯山建道・伊藤俊文・杉江知
二・辻野修司・徳田博久・中
尾雅行・天野善継・宮川裕次
郎・原田佳代・桜井耳鼻咽喉
科・明和開発株式会社・有限
会社ノアス・木村興業・株式
会社サン・リード・カネマス
製菓株式会社・ケア南海株式
会社・株式会社森花電気商会・
小西英夫・ＳＴＳ株式会社・
福田忠司・吉村禎二・匿名７件》
▽就労継続支援Ｂ型事業所オ
リーブへ《田中育宏》
▽障がい者福祉センター「あ
かみね」へ《匿名１件》

　○物品
　　一般預託
▽サニータウン地域福祉委員
会・小路公子・扇田宗彦

（令和３年８月～ 10月分）
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し

三日市だんじり献血の様子

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

１回契約単価 カラー　　１ワク　20,000円
モノクロ　１ワク　14,000円

年間３回契約単価 カラー　　１ワク　50,000円
モノクロ　１ワク　35,000円

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４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 ●


