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みんなで支えあう

心ふれあう
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こちらもどうぞ

soumu@kashiwara-shakyo.jp

社会福祉法人 柏原市社会福祉協議会 〒582-0018 柏原市大県4-15-35 健康福祉センター内

このたび６月 日付けで、
柏原市社会福祉協議会の会
長という大役をおおせつか
り、大変光栄に思っており
ます。
昨今の異常な災害や経済
状況等が要因となっている
社会問題、地域の課題を考
えるとき、社会福祉協議会
の置かれている立場の重大
さを改めて感じております。
福祉に関するニーズは、社
会や時代の変化とともに多
様化・複雑化しております。
そうした変化を的確に把握
し、住民ニーズに応えるよ
うにしなければと考えてお
ります。
そのため、誠に微力では
ありますが、関係団体の皆
様や地域の皆様のご支援ご
協力を賜りながら、皆様の
ご期待に沿うよう努力いた
す所存でございます。
今後ともご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願い申し上
げます。
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柏原市社会福祉協議会
会長

会長就任のご挨拶

編集発行

「ほのぼの
ちゃん」

ホームページ

谷口 和宏

福祉委員さん（ボランティア）
が運営している
子育てサロンを紹介します
子育てサロンで
実際に聞いてみたよ♪

《ママにインタビュー》
職員「参加したきっかけは何ですか？」
ママ「ママ友だちに教えてもらいました」
職員「ここはどんな場所ですか？」
ママ「子ど
 もが思いっきり遊べて居心地がいいです。
併せて、簡単にできそうな工作だったので家
でも子どもと一緒に作ってみたいです」
職員「また、参加したいですか？」
ママ「ママ友だちも増えたので、ぜひまた
参加したいです！」
《ボクにインタビュー》
職員「楽しいかな？」
ボク「楽しい！いっぱい遊んだ！」
職員「上手に出来たかな？」
ボク「できた！みてみて」
《福祉委員さんにインタビュー》
職員「活動を企画するのは楽しいですか？」
福祉委員さん「子どもの笑顔に癒されながら、いつも
楽しみながら企画を考えています」
職員「活動のひと工夫はありますか？」
福祉委員さん「親子で遊びながら楽しんで作れる工夫
をしています」
職員「活動継続のコツを教えていただけますか？」

ら活動をすることです」

福祉委員さん「福祉委員も参加者と一緒に楽しみなが

かわいい
けを
手作りおば よ！
た
っ
作
で
な
みん

（市内４か所実施）

の紹介♪

子育てサロンの問合せ

くらしの相談係
TEL：９７２－６７８６
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★楽しいイベント
ボクとワタシは歌ったり、遊んだり・・・
★情報交換
ママとパパ、おばあちゃん、おじいちゃん
は楽しくおしゃべり!!
★仲間づくり
親子で友だちできるかな？

●誰が参加できるの？
 歳から３歳児（未就園児）くらいのお子さ
０
んとその保護者や妊婦さん

協力してくれたの
は
子育てサロン「り
ばてぃ」の
参加者と福祉委員
の皆さんです！

※夏休みや春休みはお兄ちゃんやお姉ちゃん
も一緒に参加できるよ。

●運営は誰がしているの？
地域の福祉委員さんが概ね月に１回、季節の
行事や楽しいイベントを企画しているよ！
※予 約不要、参加費無料、詳しくは毎月の
「広報かしわら」を確認してね。

ありがとう
ございました。

子育てサロン

●子育てサロンってどんなところ？

子育てサロン

りばてぃ

子育てサロン

かるがも

と き：毎月第２月曜日 １０：００～１２：００
ところ：ほのぼのかたしも
主 催：堅下中地区福祉委員会

と き：毎月第１金曜日 １０：００～１１：３０
ところ：国分ポンプ場２階集会所（ダイソー向かい）
主 催：国分中地区福祉委員会

子育てサロン

子育てサロン

カンガルー

と き：毎月第４木曜日 １０：００～１２：００
ところ：ほのぼのかたしも
主 催：堅下北地区福祉委員会

国分図書館

と き：毎月第３月曜日 １０：００～１２：００
ところ：国分図書館４階
主 催：国分東地区福祉委員会

エンジョイボランティア
かしわら展 開催!!

柏原市ボランティア連
絡会のメイン行事「ボラ
ンティア展」は 周年の
記念を迎え、名称を「エ
ンジョイボランティアか
しわら展」と変更し、今
年も盛大に開催いたしま
す。
昨年は２００名以上の
方 々 に ご 参 加 い た だ き、
が取材に来るな
J-com
ど大盛況でした。
なかでも、ボランティ
ア連絡会に加盟するボラ
ンティア団体の活動を紹
介するスライドショーは、
今年は役員新体制のも
アンケート結果からも大
と、長年のボランティア
きな評価をいただきまし
団体の課題である「世代
た。
間交流」や「子育て世代
の 参 加 者 獲 得 」 に 向 け、
「子ども」を主役とした
メニューに力点を置いた
プログラムとなっており
ます。
新しい試みとして、ボ
ランティア活動をより周
知できるスタンプラリー
やお楽しみ抽選会を開催
し、昨年度を上回る内容
で開催を致しますので是
非お越し下さい！少子高
齢社会に生きる子どもた

（11：30～12：00 休憩）

12：00～
12：15～
12：30～
12：40～

ジャンベ紹介
けん玉と演奏のコラボ
ミュージックベル演奏 ふうせんかずら
朗読「人体の言分」 やまとがわ

ち に ド ッ グ セ ラ ピ ー、
デ ィ ス コ ン、 紙 し ば い、
けん玉（昔遊び）等様々
なボランティア体験をし
ていただき「若い世代の
ボランティア精神を育み
たい」というボランティ
ア連絡会の願いを全面に
出したボランティア愛あ
ふれる内容になっており
ますので、たくさんの来
場をお待ちしております。

10：15～
10：35～
11：00～

開催挨拶：柏原市ボランティア連絡会会長
来賓祝辞：柏原市長
柏原市社会福祉協議会会長
ボランティア活動紹介（スライド）
講演「子どもの居場所づくり」 南河学園 伊山喜二園長
柏原市少年少女鼓笛隊の演奏
10：00～

第20回 エンジョイボランティアかしわら展
プログラム
令和元年度

開催日時：令和元年9月22日（日）
9：30開場
10：00～16：00まで
開催場所：柏原市健康福祉センター
「オアシス」
（柏原市大県4-15-35）

第20回

令和元年９月号

社協かしわら
NO.145
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みんなで一緒にボランティアを楽しもう！

大人気！柏原市少年少女鼓笛隊!!

（12：55～14：00 休憩）

14：00～
混声合唱 RinRin
14：15～
女性コーラス キララ
14：30～	いきいき歌体操＆キララ＆ふうせんかずらのコラボ
15：00～
お楽しみ抽選会
閉会挨拶
参加者全員で河内音頭

一生懸命つくったよ！

みんな真剣

2

社協かしわら

NO.145

運動期間

令和元年度

令和元年９月号

10月1日 ▶12月31日

『赤い羽根共同募金運動』が始まります！

平成30年度実績報告
＜募金実績＞

（円）

街頭募金

241,118

事業所募金

808,772
163,201

職域募金

260,390

記念バッジ募金

477,000

歳末たすけあい募金

50,000

その他募金
合計

75

195,365
5,552,286

＜活用実績＞

事業名

助成金額（円）

愛の一声訪問活動

2,900,000

認知症高齢者支援事業

50,000

柏原市社協広報啓発事業

449,264

障がい者おむつ助成事業

1,000,000

人をおもう

＜配分実績＞

一般募金

NHK 歳末たすけあい

障がい者施設 1 施設 児童養護施設
保育所 1 施設
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1 施設

心をつなぐ

？

赤い羽根

募金の使い道など詳しくはこちらもご覧下さい。
赤い羽根共同募金ホームページ
http://www.akaihane.or.jp/

柏原市内では・・・
・児童養護施設の子どもたちの入学、
進学準備品の購入

学校募金

～共同募金の使い道～
・福祉施設の送迎車両の購入
・保育園の施設整備等

3,356,440

き ぼう

愛ちゃん・希望君

当協議会では
▽ 歳以上の一人暮らし高齢者の方の
安否確認をするための事業
▽在宅で暮らす重度障がい者とその家
族の負担を軽減するためのオムツの
助成事業
▽認知症の方や、支援活動や予防など
に関心のある方々の集いの場を作る
事業

戸別募金

あい
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また、この募金活動は柏原
市内の各種団体、学校、企業、
住民の皆様方はじめ、たくさ
んのボランティアの皆様に支
えられています。
赤い羽根共同募金は身近に

できるボランティア活動です。
皆様の地域で、学校で、職場
で、温かいご支援をよろしく
お願いします。

赤い羽根共同募金

今年も 月１日から全国
一斉に赤い羽根共同募金運
動が始まります。
昭和 年から始まった赤
い羽根共同募金は、市民が

主体の取り組みとして社会
福祉事業の推進の為役立て
られてきました。
そして今、社会環境や人
とのつながりも大きく変化
す る 中 で、『 じ ぶ ん の 町 を
良 く す る し く み。』 を ス ロ

ーガンに共同募金は地域福
祉の推進にこれからも前進
してまいります。

赤い羽根共同募金に
ご協力お願いします！

今年の記念バッジのデザインは、
塩崎 榮一さん
（大阪府）の作品です。
バッジは街頭募金や事業所募金・オア
シス事務所での募金で500円以上頂い
た方に配布しています。
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社協かしわら

NO.145

令和元年９月号

社 協 掲 示 板

善意銀行

【金員】
（一社）
日本スポーツ吹矢協会

オアシス柏原支部 ５，０００円
Ｓ ．Ｍ
４５，０００円
あゆみやお客様一同
４，５５３円

石塚美代子
２７，０００円
柏原市第九を歌う会
１０，０００円

柏原地区更生保護女性会
５，０００円
関西福祉科学大学高等学校

スタディーズ㈱
１８０，０００円

１，０００円
３，０００円
１５，０００円
１０，０００円

調理ボランティアグループ
１０，０００円
３０，０００円
５，０００円

５０，０００円

籐 の 会
匿
名

匿
匿
匿
中橋
名
名
名
公子

橋本清掃㈱

橋本清掃㈱

１００，０００円

市内各事業所の積極的なご協力、ご支援をいただき、
ありがとうございました。ご協力いただきました賛助会
費は、地域福祉事業やボランティア活動支援など、地
域に根差した事業に活用させていただきます。 平成 30
年 9 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までにご協力い
ただいた事業所をご報告いたします。（順不同敬称略）

美容室イメージマジックイシダ
４９，９１０円
不用品回収 月のうさぎ
１０，０００円

ほのぼのかたしも祭り
お客様一同
２８，１７０円

特別賛助会員

５３，５４０円
国際ソロプチミスト大阪‐柏原

2019 年度は柏原市役所の建て替え工事に伴い、「柏原
ふれあい広場」は例年のように市役所駐車場を使用する形
では開催できなくなります。「柏原ふれあい広場」実行委
員会で協議し、内容・開催日を変更することになりました。
詳しくは柏原市社会福祉協議会ホームページで
お知らせいたしますので、ご確認ください。
形は変わりますが、皆様のご参加をお待ちして
おります。

西法寺めぐみ会 ２０，０００円
佐伯 勇
５，０００円
宗教法人日本イエスキリスト教団
柏原教会
１３，４２４円

第 31 回 社会福祉法人柏原市
社会福祉協議会「柏原ふれあい広場」
開催についてのお知らせ

善意銀行は皆様の善意の預託金（品）をお預かり
し、指定された施設や団体、社協の福祉のまちづく
り・ボランティア事業等に役立てています。

中野春吉商店

名
名
名
名
車いす２台
洗剤等
生地等

【物品】
匿 名 タオル・リハパン等

匿
匿
匿
匿

洗剤２個、石鹸セット１個
稲山 仁保
車いす１台
匿 名
米 ㎏

福祉・介護・障がい者に関する相談はこちらまで
コミュニティソーシャルワーカー
高齢者いきいき元気センター
ピアセンターかしわら

匿 名
トイレットペーパー６袋
タイメイ 株( )
米粉３㎏

マッサージチェア

55

良俊

【問合せ】総務係℡：972-6786

掲載広告募集！
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45

20

(平成30年９月から令和元年５月)敬称略・順不同

社協かしわらや封筒等、ま
たホームページ『ささえ手
ね！っと』に掲載する広告
を随時募集しています。
○社協かしわら、封筒等
１枠１回 １０，０００円
（縦 ㎜×横 ㎜）
○ささえ手ね！っと
１枠月額
３，０００円
高さ ピクセル幅２００
(
ピクセル 容
･量 ＫＢ以内 )
【問合せ・申込み】総務係
℡：９７２―６７８６
60

40

田中

10

株式会社河内屋

社協の活動に賛同していただいた市内事業所の方々より特
別賛助会員として、会費一口 1,000 円でご支援、ご協力を
いただいております。ご協力、ご支援いただいた会費は、地
域福祉活動を進めていく上で、貴重な財源となっています。
活動へのご理解、ご賛同の上、ご支援よろしくお願いいた
します。（何口でも結構です。）
ご協力いただきました会費は、地域福祉事業や
ボランティア活動支援など地域福祉活動の推進の
ため使われております。
申込み・問合せ…総務係 ℡：972-6786

チョコレート（ 箱）
かしわら水仙郷を育てる会
粒あん １缶（ ㎏）
おむつ等

Ｕ ．Ｈ

特別賛助会員募集！！

誠意ある販売と責任あるサービス
● 富士ゼロックス・京セラＤＳ（複合機）
● 理想科学工業（オルフィス・孔版印刷機）
● ＰＣネットワーク関連・各種業務システム

大阪府富田林市喜志町５丁目８－１４
TEL 0721-25-2663 / FAX 0721-25-2822
http://www.hsm-net.co.jp/

（福祉全般に関すること）
（高齢者に関すること）
（障がい者に関すること）

TEL
TEL
TEL

972-6786
970-3100
971-2039
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