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社協だより
地域の住民と社会福祉法人の協働による送迎バス 

「なんすいひまわり号」の運行が
　　　　 始まりました

社協だより

河内長野駅からイズミヤを経由して楠翠台住宅を廻る「なんすいひまわり号」は、急な
坂の多い楠翠台からの切なる要望に、社会福祉法人みなと寮が地域貢献の一環として応え
る形で話し合いが進み、試行運行を経て今年4月から運行が始まりました。みなと寮から
10人乗りの車両とドライバーの提供を受け、月曜から金曜までの平日毎日１回、予約な
しの無料で、坂を上るのが大変な楠翠台の住民を乗せて移動支援をしています。 

駅や買い物からの帰りが急な坂道ということもあ
り、買い物や通院が大変。運転免許返納も生活を考
えると悩ましい。そんななか、地域の住人同士の助
け合いでの解決策を検討しましたが自治会全体の高
齢化でサポート側も高齢となり、担い手の負担を考
えると自家用車を利用した助けあいの仕組みの実施
には至りませんでした。 

そこで、「地域移動支援を考える会議」（※詳しく
は 2 ページ）で他地域の事例などを学ぶなか、一
度地域の施設へ行き話を聞いてもらったらという提
案をされました。生活支援コーディネーターを通じ

て協力依頼したところ、みなと
寮が地域貢献として運転手つ
きで車輌を提供していただけ
ることになりました。 

運行に至るまでは、住民アン
ケート実施や利用に際して必
要な利用同意書の作成、広報活
動や事務作業など幅の広い細

かな業務もありましたが、なんすいひまわり委員会
のサポーターが三つのプロジェクトチームに分か
れ、スピードを上げて一致団結して、対応していた
だき、非常に心強かったです。イズミヤさんも快く
安全に駐車できる場所を確保していただき助かりま
した。利用された方からも「助かるわ」「同じ住宅
地でも知らなかった人と顔見知りになれてうれし
い」「車内の雰囲気が良くて乗るのが楽しい」など
の声をいただき、本当に良かったと思っています。 

イズミヤからも乗れます

市内初
！

なんすいひまわり委員会
委員長 小牧さん

運行に至った経緯
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　美加の台つむぎすと倶楽部が美加の台で４月から開設されまし
た。 毎週日・月・火の10時から18時の間でオープンしています。

お手軽元気アッププラス体操をしたり、またカ
フェコーナーがあり「コーヒーブレイクで会話を増やそう」の思いでコーヒーな
どを飲みながら過ごしたり、自由に過ごして頂けます。また、月１回第３水曜日
13時30分から15時30分の間で、ポエムリーディング（読書会）を開催しています。
持ち寄った本を紹介し、フリートークを楽しむ時間が過ごせます。 

　今年も福祉委員会委員長連絡会と
社協とが共同で、第27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。 

たくさんの福祉委員さんに
ご協力いただきました。 
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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。

古民家
ダイアリー

トリコナーサナ（釣針）のポーズ

つむぎすと倶楽部：
重里さん

活動紹介

　活動に関しては、本会まで
お問い合わせください。

問い合わせ ：重里睦子（美加の台3-6-8　携帯090-5960-5739）

活
動
一
覧

美加の台つむぎすと倶楽部

5月12日 市民まつりに参加

「地域移動支援を考える会」について

交通弱者や買い物弱者という言葉をご存知です
か？ 坂道の多い住宅地、減ってしまった近所の小
売店、免許証の返納による不便など、不安に感じる
ことはないでしょうか。 
「通院が大変」「マイカーを手放しても今まで通り

外出したい」「急な坂や交通が不便でも住み慣れた
ところに住み続けたい」「移動しやすくすることで

　化学物質過敏症とは、柔軟剤や芳香剤などの
ごく微量の薬物や化学物質によって頭痛、吐き
気、呼吸困難などさまざまなつらい症状が起こっ
てしまう産業疾患で、患者数は全国で100万人
以上とも言われています。重症になると仕事や
学校に行けない、家事ができないなど通常の生
活さえ困難となる深刻なものですが、解決策は
化学物質を避けたり逃げたりする以外にはあり
ません。目に見えないので周囲の理解を得るこ
とが難しく、環境の改善が進まない現状があり

ます。今年 3 月に当事者と支援者による「化学
物質過敏症を考える会・河内長野」が発足した
ことをきっかけに、CSWとしても一層の啓発と
課題の明確化に努めていくことになりました。
化学物質過敏症でお悩みの方、お知りになりた
い方、啓発にご協力いただける方はぜひ社協ま
でご連絡ください。 7 月28日にキックスで実施
されるボランティア講座～未来の地球と子ども
たちにできること～では、パネル展示や資料配
布も行う予定です。  問い合わせ：地域福祉課

地域を活性化したい」こういった声はいま全国的に
広がっています。河内長野市でも昨年から地域の住
民の方が集まって毎月１回（第 3 木曜日）定期的
に「地域移動支援を考える会議」という勉強会を開
いています。「地域の足」について自分たちででき
ることをみんなで考えていこう、という目的で、ど
なたでも参加できます。関心をお持ちの方、ぜひお
越しください。お問い合わせは社協まで。
※ 会議の実施は市の高齢者生活支援体制整備事業の協議体活

動によるものです。 

2月の定例会では運転ボランティア講習を行いました。

居場所ができました 新しい

コーヒーブレイクでの様子

◦ ソーイングクラブ…毎週水曜日午前10時～午後 4 時
　 教室ではなく、助けあい、教えあい、各自が自由をもって集い、

わいわい手も口も動かしながら、ミシンなどを使って手づくり
を楽しんでいます。

◦ 楽々やday…毎週木曜日午前10時～正午
　 体操（ヨガ）をしたり、文化活動を行ったり、もともと人に備わって

いる自然治癒力を高め、身体と心の健康づくりを目的に活動します。
◦ ごはんやday…毎月1回
　 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。
◦ げんきやday…毎週金曜日午前中　体操とお喋りの時間。

定例勉強会の様子

地域の課題について話し合う場（協議体）を開催しています

CSW コミュニティ
ソーシャル
ワーカー の活動紹介

化学物質過敏症のことを
ご存知ですか 

～化学物質過敏症を考える会・河内長野が発足しました～
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くみのき苑 千寿

大典保育園

社会福祉協議会
（大師町26-1）

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。　

　「異年齢保育」「和食給食」「健康
保育」の 3 本柱が特徴です。小学
校就学前は、生きていくための基
礎づくりをする時です。時間をか
けて丁寧に保育をしています。「異
年齢保育」は、３～５歳を混ぜて
クラス編成しています。兄弟姉妹
のように年齢が上の立場も下の立

　グループホームでは、現在２フ
ロアで18名入所しています。そ
の人らしく暮らしていけるよう
に、長年愛用していた家具などを
自室に持ち込めるようにしていま
す。毎年地域の行事や市主催のイ
ベント（スタンプラリー・いきい

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 大典福祉会
大典保育園

河内長野市小塩町325-3
☎63-7403

社会福祉法人ラポール会 
くみのき苑 千寿 
河内長野市木戸2-33-5

☎ 50-1040

シリーズ
その11

場も経験でき、思いやりのある優
しい心を育てます。「和食給食」は、
旬の食材を使い、すべて一から
作っています。お米は毎朝園で精
米した三分づき米を、アジのフラ
イはアジをさばくところから、野
菜はライフサポートあおぞらから
も購入しています。「健康保育」は
登降園時から素足にぞうりを履い
て過ごしています。ぞうりをはく
ことで、足の裏の土踏まずや丸天
井がきっちり形成されます。 
　地域の交流の一環として、毎年
敬老の日は、近隣の施設を訪問し

きフェスタなど）にも積極的に参
加しています。 
　デイサービスでは、1日コース・
半日コースが選べ1日約35名利
用されています。ひとりひとりの
状態に合わせて、身体機能の維持・
介護予防を目的としたメニュー

（パワーリハビリ、流水プール、
入浴）を行っています。定期的に
ラ ポ ー ル 会 独 自 の パ ー ソ ナ ル
チェックシートを活用し身体状態
の確認を行っています。 

交流を続けています。 

■ 連絡会への思い
　今後、施設同士の協力の必要が
出てくると思うので、協力体制を
しっかり取り合っていきたいです。 

■ 連絡会への思い
　市内の施設同士で情報共有し、
協力して河内長野市の福祉が良く
なってほしいと思います。 

「おいしい！」と楽しそうに昼食の時間を
過ごしています 

職員さんと一緒に得意なおでん作り

　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。

するする気球づくりと親子で運動あそび
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　  令和元年８月８日（木） 午前10時～午後 3 時
スケジュール　午前10時～ 工作づくり
 （するする気球） 
　　　　　　　正午～ 昼食 
　　　　　　　午後 1 時～ 運動遊び 
　　　　　　　午後 2 時30分～　デザートづくり
ところ　市立障がい者福祉センター「あかみね」
定　員　  10組20名（抽選） 
参加費　  １組200円

持ち物　昼食、飲み物、エプロン、タオル
　　　　※動きやすい服装で参加ください。

申込み　  令和元年７月26日（金）「あかみね」まで  
※電話申込み可、土日祝は除く。

障がい者福祉センター「あかみね」　小山田町３７９－１６
☎ 56-1590　FAX 56-1592　土・日・祝日は除く

問い合わせ

障がい者福祉センター「あかみね」からのお知らせ

～送迎付き生活介護～ 新規利用者募集中
❖利用時間：午前 9 時～午後 5 時30分
❖サービス提供時間：午前10時～午後 4 時
❖募集人数： 3 名 （医療的ケアの必要な方 2 名を含む）
❖実施地域：河内長野市
❖対 象 者：  身体・知的・精神障がい者、難病等の方
　※  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以上の方が対象
です。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。

❖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）

夏休み「あかみね」ウキウキ企画

工作づくりの様子
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　社協は、社会福祉法において、「地
域福祉の推進を図ることを目的とする
団体」として位置付けられ、住民参加
の地域福祉の推進を支える中核的な存

 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、「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」の実現に向
け、地域福祉活動と地域公益活動を
推進します。また、住民アンケート
の結果をもとに住民懇談会を実施し、
次期計画策定に向け目標を定めます。 

２  　生活困窮者家計改善支援事業や日
常生活自立支援事業など様々な相談
支援事業において、民生委員･児童

在として大きな役割を担っています。 
　近年、少子高齢化や社会的孤立、生
活困窮、引きこもり、子どもの貧困、
災害時の支援など、課題が複雑化・多

委員や福祉委員などの地域の支援者
と、社協で行なっているすべての事
業が連携し、要支援者の包括的な支
援体制を強化します。 

３  　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。 

　平成30年度の事業報告および決算
は、５月16日の監事監査を経て、理事
会（５月24日）、定時評議員会（６月
14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

▶地域福祉活動の推進
・ 「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展開と支
援（個別援助活動、グループ援助活動など） 

・ 高齢者生活支援体制整備事業の推進（生
活支援の仕組みづくり、居場所、移動支
援をテーマに協議体の開催、生活支援コー
ディネーターによる支え合いの活動支援） 

・ ボランティア活動の支援 
・ 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、当事者組織の支援 

・ 日常生活自立支援事業（あんしんサ
ポートサービス）の実施 

・ 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 
・ 心配ごと相談所の開設 
▶  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」
の運営と加入施設による地域貢献活動
の実施（移動困難者への支援、地域福
祉活動者への施設の開放と連携など）

▶  『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

平成30年度事業報告・決算 平成31年度 事業計画・予算
な介護サービスの提供 

・ 居宅介護支援、訪問介護、介護予防
日常生活支援総合事業の実施 

・ 障がい者総合支援事業の実施 
・ 新たな介護サービスの担い手の養成
（訪問型サービスＡ事業） 
▶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」の

管理運営、デイサービス事業、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 
・ 大阪府市町村社協連合会・河南ブロッ

ク社会福祉協議会連絡会への参画 
・ 組織構成会員全体会議の開催 
・ 賛助会員、福祉基金の募集等、自主

財源の確保 
・ 社協だより、ホームページ・ブログ・

ツイッター、フェイスブックなどSNS
による情報発信 

・ 実習やインターンシップで学生の受入
れによる福祉人材確保育成 

資　産　の　部
流動資産

現金預金 255,705,867 
事業未収金  41,384,235 
商品・製品  71,225 
立替金  0 

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）  548,167 
構築物（その他固定資産）  308,169 
車輌運搬具  2,842,389 
器具及び備品  383,763 
ソフトウエア  63,180 
退職手当積立基金預け金 147,573,500 
福祉基金積立資産 110,901,000 
人件費積立資産  21,885,534 
備品等購入積立資産  11,928,146 
運営基金積立資産  2,180,272 
介護支援推進事業積立資産  82,768,246 
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 719,070,547 

負　債　の　部
流動負債

事業未払金  27,139,087 
預り金  45,000 

固定負債
退職給付引当金 188,061,490 

（負債の部　計） 215,245,577 
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  89,588 
その他の積立金 129,483,689 
次期繰越活動増減差額 262,050,693 

（うち当期活動増減差額）  5,852,341 

（純資産の部　計） 503,824,970 
負債及び純資産の部合計 719,070,547 

貸借対照表� 平成31年3月31日現在（単位 ：円）

収　　　　入
区　　　　　分 決　算　額

会費収入  2,834,000 
寄付金収入  1,937,044 
経常経費補助金収入  88,208,501 
受託金収入 195,278,656 
事業収入  786,500 
負担金収入  1,279,252 
介護保険事業収入  74,826,770 
就労支援事業収入  9,057,567 
障害福祉サービス等事業収入 196,361,371 
受取利息配当金収入  1,775,433 
その他の収入  9,594,167 
その他の活動による収入  23,534,700 
前期末支払資金残高 270,168,573 

収入合計 875,642,534 

支　　　　出
区　　　　　分 決　算　額

人件費支出 457,497,658 
事業費支出  30,732,728 
事務費支出  74,008,335 
就労支援事業支出  8,524,242 
助成金支出  13,791,028 
負担金支出  3,906,183 
固定資産取得支出  1,650,370 
積立資産支出  4,000,185 
その他の活動による支出  11,625,790 

当期末支払資金残高 269,906,015 
支出合計 875,642,534 

平成30年度　資金収支決算� （単位：円）

様化しています。 
　国では、地域共生社会の実現に向け

「我が事・丸ごと」の地域づくりを推
進し、支え手側と受け手側にわかれる
ことなく、誰もが役割を持ち活躍でき
る社会をめざしており、この考え方は、
これまで社協が取り組んできた地域福
祉推進の理念と重なり、社協の果たす
役割はさらに重要になっています。 
社協では、急速な高齢化とともに、子
ども・子育て支援体制の整備など、緊
急性が高い課題を解決するため、地域
住民の参加と協力のもと、福祉団体、
福祉サービス提供事業者と連携し、身
近な地域で見守り支えあえる地域づく
りに取り組んでいます。 
　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、今年度は、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。

４  　地域支援活動のさらなる展開や、
子ども、障がい者、高齢者など誰も
が気軽に集うことができ、災害支援
活動にも耐えうる総合的な福祉活動
拠点となる社協事務所の確保に取り
組みます。 

５  　「地域共生社会」の実現に向け、共
生型生活介護事業を立ち上げ、高齢化
する障がい者等が安心して暮らすこと
ができる体制づくりを障がい者福祉セ
ンター「あかみね」で行ないます。 

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  90,882,000 
受託金収入 201,965,800 
事業収入  794,000 
介護保険事業収入  76,206,000 
就労支援事業収入  8,864,000 
障がい福祉ｻｰﾋﾞｽ等事業収入 197,295,000 
受取利息配当金収入  1,792,000 
その他収入  369,000 
施設整備補助金等収入  500,000 
その他の活動による収入  0 
前期末支払資金残高 229,562,000 

収入合計 813,085,800 

支　　　　出
区　　　　　分 予　算　額

人件費支出 438,658,000 
事業費支出  31,978,000 
事務費支出  77,388,000 
就労支援事業支出  8,646,000 
助成金支出  13,843,000 
負担金支出  4,158,000 
施設整備等支出  2,000,000 
その他の活動による支出  18,833,000 
予備費  34,334,000 

当期末支払資金残高 183,247,800 
支出合計 813,085,800 

平成31年度　資金収支予算� （単位：円）

　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　会費 1,000円
【法人・団体】　法人賛助会員　会費 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。

　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。 

【組織構成会員会費】5,000円（ 1 口年額）

社協の賛助会員募集

いずれも
１口年額

社協の組織構成会員募集

社協を支えていただけませんか！

かわちながの社協だより　No.115 かわちながの社協だより　No.1156 7



7月Information 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

開催期間　  ７月１日から９月30日
　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。 
★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日前までに電話また

は申込書の提出をお願いします。
　・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6日（土）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

☆善意銀行　
　○現金　計284,838円
　  　  　　　一般預託　▼歌謡同好会山﨑正子 
　　 　　　 指定預託　▼車いす購入費へ《匿名1件》　▼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》▼河内長野市災害ボランティアセ
ンターへ《関西社協コミュニティワーカー協会》匿名１件

　○物品　 一般預託　▼第一生命労働組合大阪南営業職支部・河内長野
市更生保護女性会・池内寿豆子・赤峯ピュアグループ・匿名４件 

　　 　　　 指定預託　▼障がい者福祉センター「あかみね」へ
《千代田台なごみ会》 

☆一般寄付　計1,382,606円
　  服部成江・河内長野市更生

保護女性会・21竹馬友の会・
谷口和代・河内長野ガス株
式会社・ハロービューティー・
冨永房子・匿名３件 

30年11月～ 31年４月分
（順不同・敬称略）

こ

ころ
のかけは

し

   ボランティア講座
～未来の地球と子どもたちのために今できること～ 

日時　７月28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　「知る」から「使う」へ―SDGs

（持続可能な開発目標）実践のヒント 
　　　第２部　グループトーク 
申し込み・問い合わせ　くろまろ塾事務局　
☎54-0001　http://www.kiccs.jp 

  要約筆記ボランティア養成講習会  
～まずは筆談から！ 伝え合ってみましょう！～

日時　  ７月20日、８月17日、８月31日、９月７日、９月
21日、全５回全て（土）　午後１時30分～３時

場所　 市社協ボランティアセンター 
　　　※ 要約筆記に関心のある当事者の方もご参加ください。 
申し込み・問い合わせ　地域福祉課

  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）はしていません。 

 

名鉄観光
  サービス（株）

大阪団体支店
〒542-0076
大阪市中央区難波4 ー 7 ー 14
難波フロントビル11階
TEL 06-6645-8080　FAX 06-6645-8090

担当：安司　康信

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
令和元年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 ●


