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ひらかた

地域とのつながりを
広げる企業の社会貢献

枚方地域クボタ会︵会長 原孝・ク

ボタ枚方製造所内︶では︑市内の福祉

施設が主催するイベントにボランティ

アとして参加したり︑寄附を募る取り

組みなど通じて︑長年にわたり社会貢

その取り組みのひとつとして︑タオ

献活動を行っています︒

ルや石けんなどの寄附を全社員に呼び

かけ︑ 年間で約 万点が寄せられて

います︒
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●問い合わせ 総務課
TEL 844 2443
FAX 845 1897

します︒

して暮らせる福祉のまちづくりを目指

内の社会貢献活動を進め︑誰もが安心

協では︑さまざまな企業と連携し︑市

企業は他にもたくさんあり︑枚方市社

市内には︑社会貢献活動に取り組む

込みを話していました︒

これからも努力していきたい﹂と意気

さんとのつながりを大切に職員一同︑

まった取り組みを受け継ぎ︑地域の皆

歩 み 続 け る ク ボ タ で あ る べ き ﹄と 始

原会長は︑
﹁
﹃地域の人たちとともに

います﹂と話していました︒

者の日常生活で役立っており︑喜んで

寄附を受けた施設は︑
﹁多くの利用

に配分しています︒

意銀行を通じて︑市内の福祉施設など

集められた物品は︑枚方市社協の善

5

−−

社会福祉法人
枚方市社会福祉協議会

誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり
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﹁よどがわ防災まつり﹂で
深まる大学生のつながり

「第２回よどがわ防災まつり」の紹介は、３月初旬に枚方市ボランティアセンターホームページで
ご紹介します。URL：http://www.hirakata-shakyo.net/vc/

問い合わせ

枚方市ボランティアセンター

！
助成団体決定

TEL 841 0181 FAX 841 0182

〜 枚方市社会福祉協議会公募事業助成金 〜

平成30年度

団体名：枚二校区コミュニティ協議会

市民ふくしチャレンジ基金

枚方市社協では、31年度の募集も予
定しています。
福祉活動の立ち上げや助成について、
随時相談を受け付けています。

事業名：枚二校区認知症地域ケア会議

（枚二オレンジのわ）
助成額：300,000円（ステップアップ助成）
内

容：

認知症の理解者を増やし、他の活動団体
や行政機関などとの連携・協働（協同）を図る。
「枚二オレンジのわ：指南書（仮称）」を作成し、認知
症予防に対する地域力強化を目指す。

受付時間

月〜金 午前 9 時〜午後
5 時30分 土日祝休み
hirakataーshakyo

問い合わせ

総務課

TEL 844 2443

ひらかた社協だより 2 第139号

FAX 845 1897

を伝えたい﹂という思いや経験

から︑子どもから大人まで楽し

める企画について︑たくさん話

し合ってイベントへの準備を進

めました︒

は︑
﹁ こ れ を 機 に 学 生 同 士 で︑

この企画に参加した大学生

が集まり︑誰でも楽しめる防災

大学生のアイディアが詰まった企画

近年︑地震や風水害などが頻繁

つながって︑いろいろなイベン

ティア経験がある大学生は﹁被

枚方市ボランティアセンター

コーナーを企画しました︒

枚方市社協では︑防災への備え

災地では︑中学生が小学生の世

は︑
﹁ よ ど が わ 防 災 ま つ り ﹂を

に発生し︑日頃から災害への関心

など﹁体験しながら学ぶ﹂をテー

話をして︑小学生が幼児の世話

きっかけに︑学生が定期的に集

トを企画できたら﹂と話してい

マに２月 日﹁第２回よどがわ防

を す る こ と で︑ 自 然 に ボ ラ ン

まる場をつくるなど活動支援を

企画段階で︑東北でのボラン

災まつり﹂をラポールひらかたで

ティアをしていた︒でも︑最初

行い︑継続的な取り組みへつな

が高まっています︒

開催︒市内外の企業や団体など

は何をしていいのか分からない

げていきたいと考えています︒

35

17

ました︒

団体が参加し︑楽しく学べるイベ

子 ど も が 多 く︑ 私 た ち 大 学 生

も︑どのようなことができるか

るため、
いいコーナーにす いました。
徹底的に話し合

ントを開催しました︒

つの大学︵左記参照︶

参加した大学●大阪大学災害ボランティアサーク
ル「すずらん」
／関西外国語大学ボランティアサー
クル「ひまわり」
・
「枚方レオクラブ」
／大阪歯科大
学 医療保健学部／大阪工業大学ボランティア部

今回は

より５団体︑ 人を超える大学生

30

4

1 65

誰もが楽

き っ か け は︑ 枚 方 市 ボ ラ ン

中で一番注意していること

メンバーたちが︑活動する

「だんご」が 本格始動！

いゲームを届けています︒

ティアセンターが平成 年度

は︑
﹁ 参加者の自尊心を傷つ

ボランティアグループ

問い合わせ

歳末たすけあい募金の報告

10,823,960円

（2月6日現在）

しくなる

ムで認知症予防!
ー
ゲ

﹁だんご﹂が︑結成された

に初めて実施した認知症予防

のシャワーを参加者全員に届

けないよう︑やさしい声かけ

28

現在︑ 歳以上の高齢者の

約 人に 人が認知症とその

予備軍と言われています︒

このような中で︑誰もが楽

4

ゲームリーダーの養成講座で

した︒

けること﹂です︒

代表の前田さんは︑
﹁ 参加

現在では︑年 回実施する

養成講座に﹁だんご﹂のメン

しでも手助けになる活動を目

者の笑顔がうれしい︒地域の

また最近では︑地域のサロ

指します ﹂と話していまし

バーがスタッフとしてサポー

ンや高齢者福祉施設などから

た︒

皆さんに寄り沿いながら︑少

の依頼を受け︑笑いの絶えな

1

しみながら認知症予防に取り

組め︑そして︑たとえ認知症

であっても︑住みなれた地域

で暮らせるようにとの願いを

月に結成さ

9

込めたボランティアグループ

年

29

﹁ だんご ﹂
︵前田由利枝代表︶ トをしています︒

が︑ 平 成

れ︑ 人のメンバーが活動し

ています︒

14

赤い羽根共同募金運動の報告

法人として募金に取り
組む京セラドキュメン
トソリューションズ㈱

つながり ささえあう みんな
の地域づくりへのご協力、あ
りがとうございました。

集められた募金は、
市内のひとり暮らし老
人会や障害者団体など
への活動助成やさまざ
まな福祉活動に活用し
ています。

枚方市ボランティアセンター
TEL 841 0181 FAX 841 0182

集められた募金は、子どもから障害の
ある人や高齢者など福祉活動に配分され
ています。
たくさんのご協力、ありがとうござい
ました。
個別募金
法人募金
街頭募金

7,033,274円
417,074円
268,858円

合計

要援護者の見守り活動強化を目的に、
民生委員・児童委員の協力により市
内のひとり暮らし高齢者などを対象
に、社協カレンダーを配布しました。

問い合わせ

総務課

募金箱の設置団体の１つ
PRO‑KARATEDO連盟 理心塾

TEL 844 2443

ひらかた社協だより 3 第139号

FAX 845 1897

（1月31日現在）
関西外国語大学学祭での
街頭募金

歳末ふれあい訪問事業

他にも、「障害者差別解消対策助成」や「居場所づく
り支援」など幅広い取り組みに活用しています。

624,940円
8,344,146円

その他募金

人形劇で学ぶ食育・
親子でふれあうヨガ体験

交北校区福祉委員会︵若松伸
廣会長︶では︑ 月 日︑輝き
プラザきららで︑子育て中の親
子︵就学前の幼児と親︶を対象
に﹁子育てサロン﹂を開催︒
組︵ 人︶の親子が参加し︑大
盛況でした︒
今回は︑親子の健全な食育に

劇を通じて﹁食﹂の大切さを学

会の講師を招き︑手遊びや人形

方市健康づくり食生活改善協議

るヨガを親子で体験してもらい

や骨盤の歪みの改善に効果があ

が講師となり︑産後不良のケア

ターの資格を持つ島﨑陽子さん

すがはらひがし子ども食堂

宮原会長は︑
﹁ 子どもたちみ

れました︒

日は子ども 人︑大人 人が訪

食堂で︑ 回目となった 月

賛同者からパン・みかん・うどんの提
供があり︑お腹いっぱい食べました

がはじまりました！

菅原東校区福祉委員会︵宮原

保子会長︶
では︑
土曜日の午前中

に開いている地域行事に﹁朝食

を食べずに来る子どもが増えて

いる﹂
と話題になっていました︒

そ の 原 因 と し て︑ 週 末 も 働

き︑朝はゆっくり体を休めたい

大人も増えているのではないか

と 考 え︑
﹁おなかがすいたな﹂

と思ったら︑子どもがひとりで

も立ち寄れる雰囲気のある﹁朝

ごはん食堂﹂を作ろうと意見が

まとまり︑昨年 月 日に開設
されました︒

市内初の朝ごはんを提供する

んながご飯をしっかり食べて︑

元気いっぱいで楽しい時間を過

ごしてほしい︒子どもがひとり

で出来ることが増えて成長して

いく姿を地域全体で見守ってい

きたい﹂と話していました︒

ひらかた社協だより 4 第139号

関心をもってもらえるよう︑枚

びました︒家庭での食育は︑食
ました︒

参加者は﹁子育てサロンは︑

習慣の基礎を形成する重要な場
であるため︑参加者たちは熱心

情報がもらえる場です︒子ども
同士の交流もあって︑さまざま

に話を聞いていました︒
そ の 後︑ 主 任 児 童 委 員 で あ

な刺激になっています﹂と笑顔

▼

3

3

り︑骨盤調整ヨガインストラク

で話していました︒
若松会長は﹁マスメディアで
はよく核家族化や生活スタイル
の多様化により︑子育てにひと

30

2

2

6

9

3

30

りで悩む親は多いと報道してお

8 10 1

12

4

34

◆毎月第 ・ 土曜日
時〜 時
食事は 時 分〜 時 分
◆会場 菅原東自治会集会所
︵ぶらっとホーム︶
中学生まで無料
大人 150円

◆参加費

8

親子で食育の勉強中

り︑ひとりで抱えることなく︑
子育ての悩みや喜びを共有でき
るサロンを今後も大切にしてい
きたい﹂と話していました︒

▼鬼のお面キットが
ほしい人は手を挙
げて〜！

2

菅原東
校区
食べ終わったら、
自分でかたづけてね

地域福祉課 地域福祉推進グループ
TEL 807 3448 FAX 841 0182
問い合わせ

11
骨盤の歪みが治ったかな？

〜小地域ネットワーク活動〜

校区福祉委員会

小地域
（枚方市では小学校区）
単位で、支援を必要とする人に
近隣住民が関係機関と連携して見守り・支援を行っています。

地域の福祉

交北
校区
25

気軽に
ご相談を

地域の福祉お助けマン!

いきいきネット相談支援センター

毎月第1（金）
午前10時〜11時30分頃

桜丘北福祉会館
（ふれあい喫茶）

毎月第2（火）午前10時〜12時

香里ヶ丘さくらぎ街集会所
（さくらぎサロン）

毎月第3（水）午前10時〜12時

蹉跎東コミュニティカフェ
開催時

開催日等は社協へお問い合わ
せください。

北

枚方市社会福祉施設
地域貢献連絡会とは
平成27年３月に結成。市内57

の社会福祉法人で構成し、事務局
は枚方市社協が担っています。
高齢、児童、障害とそれぞれの
分野で出来ることを活かして、各
法人が連携・協力し、人権擁護や
地域への社会貢献活動の取り組み
を進めています。

部

楠葉朝日美咲自治会集会所
毎月第2（金）午前10時〜12時
（あさみ集会所・あさみカフェ）
じゅんさん家
（町楠葉2 35 5）

毎月第2(金)

楠葉生涯学習市民センター
（くずはサロン）

毎月第3（火）午前11時〜12時

樟葉並木自治会集会所
（並木サロン・カフェ）

毎月第4（火）午前10時〜12時

北船橋町集会所
（喫茶つどい）

毎月第4（土）
午前11時〜午後１ 時

午後2時〜4時

施設職員とCSWが
一緒になって対応を

枚方市の保育園で
働きませんか！
！
求人情報満載！

枚方市私立保育園連盟
hiraho.com

検索

※広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属します
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社会福祉施設とＣＳＷが連携

山之上公民館
（子育てサロン）

11

月の社協ふくし

毎月第1（木）午前11時〜12時
※４月より午前10時〜12時

画︒ 昨 年

東香里元町会館
（Vタイム）

フェスティバルでの相談会に

午後 １ 時〜 ３ 時

身近な場所で悩みに応える

毎月５日

2

これまでも︑社会福祉施設

香里会館
（いきいきサロン）

2

次いで︑ 回目の相談会をイ

部

﹁ 施設を利用している以外の

南

人は訪れにくい﹂との声があ

毎月第4（木）午前10時〜12時

りました︒

山田会館
（木曜サロン）

そこで今回は︑買い物の際

毎月第2（水）午後 １ 時〜３ 時

に相談ができる商業施設で開

渚西集会所
（ぷらっと）

催し︑施設職員とＣＳＷが一

毎月第2（火）
午後１時30分〜３ 時

緒に相談を受け︑障害・高齢

福祉団体連絡会
ラポールひらかた

者の施設紹介や制度に関する

毎月第2（日）午前10時〜12時

ことから︑保育士など福祉系

枚方宿くらわんか
五六市会場内

の職業に関することなど︑さ

毎月第1（月）午後 １ 時〜 ３ 時
※１・８・９月は除く

相談窓口や施設からたくさんの
資料提供がありました

まざまな相談がありました︒

中宮自治会館
（いこいの広場）

部

2

ＣＳＷは︑気軽に相談でき

中

31

29

毎月第4（金）午前10時〜12時

では︑近隣住民の福祉に関す

尊延寺公民館
（ほっと館）

ズミヤ枚方店の協力のもと︑

毎月第3（木）午前10時〜12時

る場として︑市内 カ所で出

菅原東自治会集会所
（ぶらっとホーム）

る 相 談 を 受 け て い ま す が︑

毎月第2（火）午前10時〜12時

月 日から 月 日までの

枚方市総合福祉センター

張 相 談 会 を 開 い て い ま す︒

毎月第1（木）午前10時〜12時
※１・５月は第2
（木）

20

3 1
日間開催し︑延べ 件の相

津田駅前区集会所
（ティールームひばり）

部

﹁ わざわざ行政の窓口へ行か

東

談に応えました︒

CSW（地域福祉相談員）出張相談会の一覧

なくても︑身近な場所で相談

出来るから便利﹂
﹁悩みに

あった専門の窓口や機関へ繋

いでもらえる﹂と好評です︒

29

商業施設で出張相談会

平成 年度は︑新たな取り

組みとして︑社会福祉施設地

枚方人権まちづくり協会 TEL 844‑8866
FAX 844 8799

域 貢 献 連 絡 会︵ 亀 井 信 昭 会

問い合わせ

枚方市社会福祉協議会 TEL 807‑3448
地域福祉課地域福祉推進グループ FAX 841‑0182

長︶と連携した取り組みを企

コミュニティソーシャルワーカー

枚方社会福祉
協議会からの

障害のある人と高齢者のくらしを支えるために
〜認知症や福祉体験から学ぶ〜

くずは地域懇談会

今回は、
「福祉体験から学ぶ」をテーマとして開催します。
日 時 ３月18日
（日）
場

所

参加費
内 容

午前10時30分〜午後３時30分 100円市開催 !
楠葉生涯学習市民センター
（樟葉宮表参道商
店会・hanaくず
大集会室
は商店会）
協力

午前・午後とも無料

午前の部（午前10：30〜12：00） 定員 100名

《認知症サポーター養成講座》
午後の部（午後１：00〜３：30） 定員 100名

《福祉体験から学ぶ》

講師：枚方市社会福祉協議会職員
特殊眼鏡、手足の重りなどをつけて高齢者に
なった時の身体機能の低下や心理的変化を疑似
体験してみませんか。車いすと白杖体験も行い
ます。

申込み

電話またはFAXにて、締切３月９日（金）までに申
込。午前の部、午後の部だけでも参加できます。

問い合わせ

高齢者サポートセンター（地域包括支援センター）
社協こもれび TEL 856 9177 FAX 856 9188
社協ふれあい TEL 850 0344 FAX 850 0366

わかちあう会

20周年記念講演会のお知らせ

心の病をもつ人の家族が孤立しないようにと結成され、

今年で20年。
日 時 ６月２日
（土） 午後１時30分〜３時30分
（受付午後１時より）
場 所 ラポールひらかた４階 大研修室
テーマ 「家族も支える心の医療を
講
対
定

〜患者さんと共に地域で37年〜」
師 三家クリニック院長 三家 英明 氏（精神科医）
象 一般市民
（参加費無料）
員 100名
（電話かFAXにて事前申込・先着順）

※手話通訳が必要な人は申し出ください。

問い合わせ

枚方市精神保健福祉推進協議会
（枚方市社協 地域福祉課 生活支援グループ）
TEL 807 3017 FAX 845 1897

情報掲示板

各種ボランティア保険
受付が３月１日よりスタート！
平成30年度

更新手続きを
お忘れなく！

枚方市ボランティアセンターでは、以下のボランティア
保険の受付をします。
●ボランティア活動保険
年度を通してボランティア活動
をする人が加入できます。下記の
３種類のプランがあります。
Aプラン（保険料300円）
Bプラン（保険料500円）

※３月中に申し込めば、
４月１日より保険が
有効。災害時のボラ
ンティアは、Ｃプラ
ンの保険が適応され
ます。

Cプラン（保険料600円）
●ボランティア・市民活動行事保険
ボランティア活動や各種市民活動の行事を開催される際
に加入できます。行事参加者や主催者の傷害補償・損害賠
償補償が付いています。
行事内容、宿泊の有無によって保険料が変わりますので
窓口にてご確認ください。
他に「非営利・有償活動保険」、「移送中事故傷害保険」が
あります。
窓口・問い合わせ
枚方市ボランティアセンター（新町2‑1‑35 ラポールひらかた内）
TEL 841 0181 FAX 841 0182
月〜金 午前９時から午後５時30分

北河内エリア 介護と福祉の就職フェア
日

時

４月７日（土） 午後１時〜４時

※12時よりハローワークによるセミナーを開催

場

所

京橋ツインタワー21
MIDタワー20階

※直接会場へお越しください。

対
主

象

福祉や医療の仕事に興味のある人
就職先の視野を広げようとしている人 など
催 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会

問い合わせ 大阪府社会福祉協議会 老人施設部会事務局
TEL 06 6762 9001 FAX 06 6768 2426

福祉サービス利用援助事業について
認知症や知的障害、精神障害などがある人へのお手伝い
をします。
福祉サービス利用援助／日常的な金銭管理サービス／預
金通帳や印鑑、年金証書などの預かりサービス

※随時、相談を受け付けます。ただし、現在、待機があるため、
お手伝いできるまで、時間がかかります。

ひらちゃん

ぼらちゃん

問い合わせ 地域福祉課 生活支援グループ
TEL 807 3017 FAX 845 1897
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こころと心の橋わたし
●善意銀行

善意銀行・基金へのご協力、ありがとうございました。
（平成 29 年 11 月３日〜平成 30 年１月 31 日現在）

枚方地域クボタ会 タオル・石けん等

千成ヤクルト販売（株）

●地域福祉推進基金
枚方遊技業組合

枚方市すこやか鍼灸マッサージ協会
タオル・石けん等

ラーメン600食

彩

●善意銀行寄附金

カトリック枚方教会

車いす２台

ホームヘルパー募集

●業務内容
●勤務時間

ホームヘルパー２級課程以上修了者、基礎研修・介護
職員初任者研修課程修了者、介護福祉士等
身体介護、家事援助、重度訪問介護など
午前６時45分〜午後10時

※バイクを持ち
込みできる人

（その間で利用者の希望する時間に直行直帰で訪問）
●時

家事援助：1,250円〜1,563円 ※時間帯により時給金額

給

身体介護：1,920円〜2,400円

移動・事務手当

●他手当
●待

が異なります

※処遇改善加算による一時金あり

労働災害保険、その他

遇

ガイドヘルパー募集

〜 知的障害のある人などの外出の支援をしています 〜

ホームヘルパー２級課程以上／介護福祉士

知的障害者移動介護従業者養成研修・介護職員初任者研
修・実務者研修／枚方市ガイドヘルパー養成研修（知的
コース）／枚方市グループホーム世話人養成研修、以上
のうち、いずれかを修了した人

●仕事内容
●時

調理担当
●業務内容

①食事作り（買い出し・調理・片づけ・
記録など）
②必要に応じて利用者対応
●賃 金 １勤務1,830円
（時給915円）
●時 間 16：30〜18：30
（週３日）
●場

知的障害のある人などに対して、余暇活動の支援及び
日中活動の事業所への送迎支援等

在宅福祉課 T E L 841‑6427

平成29年度

FAX 841‑6429

日本赤十字社運動 報告

会 員（2,000円以上）
163,600円
寄附金（自治会一括含む） 12,046,014円
活動資金の中間集計（１月31日現在）
法人・団体・個人
35,347円
を報告します。引き続き募集を行って 利 息
４円
いますので、ご協力ください。
合 計
12,244,965円

皆さまにご協力をお願いしている日赤

問い合わせ

所

※4月以降、津田元町
（枚方市都丘町）
グループホームたんぽぽ
（枚方市東船橋）
●その他 交通費補助・労働災害保険加
入・一定条件が満たされれば、
有給休暇の付与あり。
●選考方法 面接
（地域支援センターゆいに
て）履歴書持参
●資 格 現在、満20歳以上の方、福祉に
理解のある人

※労働災害保険あり

問い合わせ

TEL 844 2443
FAX 845 1897

グループホーム世話人募集

1,000円 ※その他、移動・事務・年末年始手当あり

給

30,000円

勤務先：グループホームれいんぼう

障害のある人の歩調に合わせて一緒に出かけませんか？
●応募資格

総務課

問い
合わせ

経験がなくても大丈夫です。ベテランのヘルパーがしっかりとサ
ポートしますので安心してください。
●応募資格

20,000円

元気で長活きを目ざす仲間の会

祝い箸・鍋敷き
100セット

枚方市グラウンド・ゴルフ連合会

●ボランティア・
災害救援活動基金

150,000円

枚方市赤十字奉仕団事務局（枚方市社協 地域福祉課 生活支援グループ）
TEL 807 3017 FAX 845 1897
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問い合わせ

地域支援センターゆい 津田元町1‑9‑21
TEL 808‑2422 FAX 808‑2423

次号の案内
（６月１日号）

hirakataーshakyo

ボランティア活動助成・
福祉活動助成のご案内
平成30年度
事業計画・予算など

平成
29年度

社会福祉協議会 住民会員・法人賛助会員

ご協力ありがとうございます

住民会費（平成30年 2 月 5 日現在）

昨年７月より実施しました「社会福祉
協議会住民会員募集」におきまして、会
員をはじめ自治会、住民の皆さまに多大

住 民 会 員

20,039人 24,985口 12,492,500円
特別住民会員
2人
2口
40,000円
法人賛助会員
120件
138口 1,380,000円
福祉協力金
5,194,218円
合
計
19,106,718円

なご協力をいただき、ありがとうござい
ました。
集まった会費と福祉協力金は、校区福
祉委員会が実施する地域活動をはじめ、
「誰もが安心して暮らせる福祉のまちづ

法人賛助会員とは？

くり」のための様々な活動に使わせてい
ただきます。
平成29年度の募集に
つ い て は、 ３ 月 末 ま で
行っていますので、ご協

hi ra ka

ta ーs ha

力をお願いします。

hirakataーshakyo

本会の趣旨・目的に賛同していただける市内の事
業所・企業・商店等から、一口10,000円をご協力
いただいているものです。
平成29年度は、120社（138口）のご協力をいただ
きました。会員の皆さまには厚くお礼申しあげます。

ky o

法人賛助会員（順不同）
2 口以上
（福）聖徳園（5口）

浜崎電設（株）
（5口）

田中克実税理士事務所（2口）

マイウェイひらかたワーク草笛（3口）（有）エクセルケア（2口）
（福）枚方療育園（3口）

（株）近畿生活総業（2口）

酒の神田屋（2口）
（株）
大和（2口）
（株）ヒューマニティー（2口）

1口
（株）第一薬販
ながた歯科医院
岩熊土木工業
（株）
（株）
ケイ・ディ・ケイ

京阪ビルテクノサービス（株） 経王寺
アクテック
（株）
（株）
エコ・テクノ
共栄設備工業（株）

杉・五兵衛

（有）
カーライフ・アクセル 御浜住宅（株）

（株）京阪毎日舎

ハートランド枚方

恩地食品（株）
タイヨー興産（株）
（医）三上会

グループホーム なかよし （株）橘電気工事

（株）
アイワサービス
大信物流輸送（株）

（福）みすず福祉会

Apro's税理士法人

（学）関西外国語大学

共英産業（株）
ミネヤ食品工業（株）

（株）
セレ・ナス枚方飛翔殿 安積建設（株）

たかはま歯科医院

（株）平和商運

（株）
モリオ建工

（株）いすゞ旅行

（福）
松樹会 たんぽぽ藤阪 （株）
カスガ機工

永井電設（株）

（株）
タスシステム
ふじき鍼灸整骨院
（学）明善学園
みょうぜん幼稚園

（株）
エーティーエヌ
誠信建設工業（株）
福田総合病院

小松チューブエンジニアリ ライフエール
ング
（株）
エバーライフ御殿山
サービス付き高齢者向け
住宅 雅の四季

（株）
マツムラ

（株）
日本介護医療センター （有）紀洲風呂
明和物流（株）
（有）岩瀬光建
（福）
りんどう福祉会
香里ケ丘保育園

ダスキンレントオー ル・ヘ （株）
アイテム 介護付
ルスレント枚方ステーション 有料老人ホームあおい

（学）東洋学園
近畿情報高等専修学校
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（学）牧野学園 牧野幼稚園
寿ダイカスト工業
（株）
（医）
りんどう会

理研ビタミン
（株）大阪工場 みずほ証券（株）枚方支店
（株）高座

林田工業（株）

（株）
ホワイトマックス

フジ井印刷工芸（株）

枚方鉄工塗装近代化協同組合 カンセンエキスパンダー工業（株）
（株）
ヒムロ

（株）野村呼文堂

海老原智子税理士事務所 （有）福若
（福）めぐみ会 常称寺保育園 （株）ニトリホールディングス
住宅型有料老人ホーム
ライフリゾート枚方

（株）
ハッピース
ハッピース 枚方

泉屋（株）
長尾メモリアルホール

（株）
エイジケア
エイジ・ガーデン渚

（医）松徳会 介護老人保健 （ 株 ）MAX SEVEN ケ ア･ （福）バルツァ事業会 特別養 （医）みどり会 有料老人
施設 老健ふじさか
サポート
「なないろ」
護老人ホーム サール・ナート ホーム みどりの館
（株）森本社会体育振興セ 特別養護老人ホーム
香里いちょう園
ンター

有料老人ホームまつり

（福）信愛社 香里ヶ丘愛児園 （福）招提保育園

平松総合会計事務所

（株）
公益社 枚方会館
宮田不動産（株）

（株）
ほるぷエーアンドアイ

（福）昭和学園 鷹塚山保育園 （株）amelie フォルテ枚方

（株）
サンエスモータース
林田茂税理士事務所

小野工業（株）
（株）ミツカンサンミ 大阪工場

なりもとレディースホスピタル （株）丸福食品
（福）ボランテ枚方 明善保育園 田辺木工（株）

豊岡工業（株）

（株）訪問看護ステーション梟 富士建設（株）

PRO-KARATEDO連盟 理心塾 介護老人保健施設 なごみの里 重光眼科医院
（福）四天王寺 松風荘

田ノ口診療所
（株）
セレクト

イオンリテール
（株）
イオン枚方店

フランスベッド
（株）
リハテッ 住宅型有料老人ホーム
クショップ助たく 枚方店
やさしえ枚方
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