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ひらかた

災害 と隣り合わせ！
備える心がけを！

月

日、震度

18

弱の地震が、

6

の確認も行いました。

また、枚方市の要請により、

日 に は、 枚 方 市 災 害 ボ ラ ン

／1 防災の日に
改めて考える

面）

者の支援を行いました。
（ 詳細は

ティアセンターを立ち上げ、被災

月

6

要な事態が発生していないかなど

状況を把握するとともに支援が必

童委員に連絡を取るなど、地域の

中、校区福祉委員会や民生委員児

は、電話がつながりにくい状況の

発 生 直 後 か ら、 枚 方 市 社 協 で

枚方市を襲いました。

6

20

月の豪雨では、枚方でも土砂

9

2

災害が発生。また、台風 号の通

7

ながります。

に大きな力に変わり、減災にもつ

し、つながっていくことが災害時

とのコミュニケーションを大切に

また、日頃から、地域の人たち

しょう。

この機会に再度、確認しておきま

タイミングで避難をするかなど、

法や避難場所までの行き方、どの

や点検を行い、家族の安否確認方

りません。防災グッズなどの準備

災害は、いつやってくるか分か

過で強風が吹き荒れました。

12

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

平成 30 年 9 月 1 日発行

vol.141
主な記事

枚方市で震度６弱

災害ボランティア
センター開設
月 日から 月 日まで開設した﹁枚方市災害ボラン
20

7

30

ティアセンター﹂
︵以下︑災害ＶＣ︶では︑301件の依

6
倒れて元に戻せない 」
「 余震

内容は「タンスや食器棚が

れるようになりました。

災者からの直接依頼が寄せら

ＶＣが周知されるにつれ、被

の依頼が中心でしたが、災害

や民生委員児童委員を通して

開設当初は、校区福祉委員

たボランティアを派遣しまし

寄せられ、その内容に合わせ

ほしい」など、多くの依頼が

階からゴミ置き場まで運んで

い」
「 壊れた家具などを高層

の 中 ま で 入 り、 生 活 で き な

で土砂崩れが起き、泥が部屋

してほしい 」
「 地震後の大雨

学などから、 人の学生がボ

学、関西外国語大学、摂南大

大阪工業大学、大阪歯科大

学生が大活躍！

設置運営シミュレーション 」

「 災害ボランティアセンター

よ り 毎 年、 災 害 に 備 え て、

枚方市社協では、平成 年

運営訓練の成果

散乱した部屋を片付けます

ランティアとして参加。被災

活動に出る前のミーティング

た。

ラポールひらかたに設置

で家具が倒れないように固定

頼にのべ810人のボランティアが活動しました︒

（詳細は８面）

寄附や支援物資など、あたたかい
ご支援をいただきました。

された人が一日も早く普段の

を行っているため、災害時に

今回の災害への対応を振り

も混乱することなく、スムー

その他、個人ボランティア

返り、大災害が発生しても、

生活を取り戻して欲しいと、

をはじめ、枚方青年会議所、

慌てず対応できるよう今後も

ズに開設し、運営を行うこと

中央共同募金会、防災科学研

訓練を続けていきます。

連日の暑さに負けず積極的に

究所、その他支援団体の皆さ

ＴＥＬ ８４１ ０１８１

︵ラポールひらかた内︶

枚方市ボランティアセンター

問い合わせ

また、大阪府社協や府下

も応援に駆けつけました。

ＦＡＸ ８４１ ０１８２

⊖ ⊖

した。

まにも、ご協力をいただきま

ができました。

20
活動していました。

34

の社協から、のべ 人の職員

18

ひらかた社協だより 2 第141号

寄附や支援物資は、市内で被災された
皆さまや、災害ボランティアセンターの
活動へ参加したボランティアのために活
用させていただきました。
ありがとうございました。
枚方市社会福祉協議会
会長 武 正行

68

枚方市社会福祉協議会は!
その時

赤い羽根共同募金運動

は、誰もが住み慣れた地

赤い 羽 根 共 同 募金
10月1日～12月31日

期間

平成29年度募金額 8,344,146円
街頭募金のお知らせ

して、全国一斉に行われ

ます。

枚方市駅周辺

10月１日
（月） 午後 ２ ～ ４ 時

くずは駅周辺

10月２日
（火） 午前10～12時
午後 ２ ～ ４ 時
問い合わせ

29

総務課
TEL ８４４
FAX ８４５

問い合わせ

２４４３
１８９７

－－

収入総額

11億2,942万7,219円
支出総額

11億2,167万3,138円

法人運営のために

2億4,676万4,699円

障がい児・者福祉のために

4億641万2,736円

ボランティア活動のために

1,105万9,350円

ひらかた社協だより 3 第141号

平成 年度

事業報告・決算報告

1億7,047万674円

3

社会福祉法改正による基盤整備を行うとともに、経営戦略プ

1億3,535万9,717円

総合福祉会館
（ラポールひらかた）
の管理運営

ログラム（第 期）の推進に向けた体制づくりを行い、既存事

高齢者福祉のために

支出の内訳

業の見直しや市担当部署との調整会議等を実施しました。

会のＣＳＷ（コミュニティソー

756万8,060円

共催で、商業施設を活用した出

生活・福祉課題の早期発見な

シ ャ ル ワ ー カ ー） と の 事 例 報

子育て支援のために

張相談会の実施や施設職員と本

どの対応強化として、「元気づく

告・交流会など、地域支援体制

2,869万3,067円

相談支援の強化

り・地域づくり会議」への参加

づくりを推進しました。

平成29年度

セーフティネット
のために

総務課 TEL 844－2443 FAX 845－1897

や出張相談所を増やしました。

また社協主催の「よどがわ防

ど、多種多様な団体と連携し、

災まつり」
を通して、
行政、
企業、

市内で福祉施設を運営する社

災害に関して市民の皆さまとと

ＮＰＯ法人、大学、労働組合な

会福祉法人で構成される枚方市

もに考える機会ができました。

多種多様な団体との
連携強化

社会福祉施設地域貢献連絡会と

（単位 円）
負債の部
流動負債計
242,650,462
事業未払金
77,343,302
その他の未払金
132,776,632
1年以内返済予定リース債務
1,654,379
預り金
994,391
職員預り金
6,808,732
仮受金
86
賞与引当金
23,072,940
固定負債計
387,453,784
リース債務
7,353,274
退職給与引当金
376,539,090
長期預り金
3,561,420
負債の部合計
630,104,246
純資産の部
526,400,295
基本金
3,000,000
基金
386,985,372
国庫補助特別積立金
1,180,152
その他の積立金
139,135,831
次期繰越活動収支差額
△3,901,060
負債及び純資産の合計
1,156,504,541

戸別募金、法人募金、

職域募金、街頭募金など

を通じて市民の皆さまに

募金への協力を呼びかけ

ます。

（単位 円）
資産の部
流動資産計
300,878,445
現金
514,916
預貯金
75,355,408
事業未収金
85,263,079
未収金
132,501,039
立替金
3,405,683
前払金
2,333,194
仮払金
1,505,126
固定資産計
855,626,096
基本財産
3,000,000
固定資産物品
16,519,023
退職手当積立基金預け金
306,384,170
長期預り金積立資産
3,561,420
基金積立資産
386,985,372
積立預金
139,135,831
その他の固定資産
40,280
資産の部合計
1,156,504,541

域で安心して暮らすこと

ができるようにと、社会

福祉の活動を財政面から

支援するもので、社会福

祉法に定められた運動と
集められた募金は、大

阪府共同募金会へ送金

し、翌年度、福祉施設や

社会福祉協議会に配分さ

れ、さまざまな地域福祉

事業に活用されていま

す。

貸借対照表（平成30年3月31日現在）

じぶんの町を良くする身近なボランティア

地域福祉推進のために

1億1,534万4,835円

hirakataーshakyo

地域で行われている活動に学生が参加

看護学生が地域で学ぶ
関西医科大学と﹁いきいき・
わくわくプログラム﹂開始
このプログラムは、本会と校区福祉委員会が窓

樟葉西校区

口となり、関西医科大学看護学部から毎年１年生
100名を受け入れ、地域福祉やそれらに関連し
た活動に参加する機会を提供するものです。
「これからの看護職には、多様な学びの機会と
経験が必要」との同大看護学部の考えと、本会の

まちづくり･研修

子ども
いきいき広場

ひらかた社協だより 4 第141号

地域福祉推進の取り組みが合致し、共同で「いき
いき・わくわくプログラム」を開始しました。

同じ地域で１年間学ぶ
地域で社会経験を積み、自ら考え行動する力を
育むことを目指すもので、看護職の養成機関や社

高齢者向けサロ
ン
子育てサロン

蹉跎東校区

磯島校区

津田校区

協としては全国初の取り組みです。
学生は、 のグループに分かれ、事前学習や地

支援していきます。

看護職となるように、参加と交流を通じた学びを

将来、生活に向き合う力と幅広い視点をもった

みを語っていました。

出来ることを少しでもやっていきたい」と意気込

の大人と、こんなにしゃべったのは初めて」
「今、

事前学習や実習をした学生は「家族や学校以外

生活者としての視点を

ます。

動をはじめ、下記のような各種地域活動に参加し

域訪問を経て、社協事業や小地域ネットワーク活

20

菅原校区
開成校区
樟葉校区

枚二校区

津田南校区

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

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

〜小地域ネットワーク活動〜

校区福祉委員会

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

気軽に
ご相談を

﹁こんな相談︑
どこでしたらいいのかな？﹂

サール・ナート

社会福祉法人 バルツァ事業会
特別養護老人ホーム

高田２丁目40 1
TEL 860 1117 FAX 860 1111

り、申請者は日々の生活

するまでに時間がかか

めの申請をすると、利用

具の給付などを受けるた

介護サービスや福祉用

祉用具が必要な人が対象

ず、病気やケガなどで福

有無や年齢にかかわら

住の人で介護保険申請の

貸出の条件は、市内在

することを決めました。

にある車いすや杖などを

かと検討した結果、施設

役に立つことができない

域の人たちに少しでもお

サール・ナートでは、地

特別養護老人ホーム

場にしてもらいたい」と

ば、いつでも相談できる

げて、困ったことがあれ

で、不安を少しでも和ら

用具の貸出がきっかけ

久保幸恵さんは、
「 福祉

貸出を担当する職員の

です。

必要とされている人たち

話していました。

ます。

が不安になることがあり

車いすや杖などの貸出をします

（まち活動）

員

会
組織

Vol.1

まち活情報

買い物ついでに悩みごとを！
あった大雨の影響により、最終
福祉相談員＂として、窓口まで
問するなど、さまざまな形で相

障害のある子どものことが心配…
など

協

昨年より新たな取り組みとし
日はやむなく中止となり、２日
間で延べ 件の相談がありまし

て、枚方市社会福祉施設地域貢
献連絡会（亀井信昭会長）とＣ
ＣＳＷと市内の社会福祉法人

談に応じています。また、市内

来ることができない相談者を訪

が協力して、商業施設での出張

の社会福祉施設でも、市民から

地震で家にヒビが入ってしまった。
どこに相談をすればいいのかわから
ない…

社
方市

へ、期間限定で無料貸出

ひらかた社協だより 5 第141号

た。

今年も、イズミヤ枚方店の協
相談会を開催することで買い物

の福祉に関する相談に対応して

子どもを幼稚園に通わせたいが、情
報が沢山あってどこを選べばよいか
わからない…

枚

Ｓ Ｗ が 連 携 し、
「出張相談会」

力を得て、店内の空きスペース
の際に気軽に相談することがで

います。

家族が認知症で施設を利用したい
が、利用料金は…？

福祉の

を行っています。

を利用して開催することができ
きることや、広く市民にＣＳＷ
や社会福祉法人の存在を知って

●社協ＣＳＷ寺田 出張相
談・来所相談・電話相談
をはじめ、必要に応じて
訪問も行います。まずは
気軽にご相談ください。

できなかった人も、今後
も相談会の予定をしてい
ますので、遠慮なくお越
しください。

●高齢者福祉施設・東山さ
ん 今回相談することが

●亀井会長 オール大阪の
社会福祉法人で取り組む
社会貢献活動の一環とし
て、実施しています。ど
しどしご相談ください！

ました。
７月４日から６日までの３日

ＣＳＷは普段から、
＂ 地域の

とを予定しています。

ような出張相談会を開催するこ

もらえることから、今後もこの

このような相談が寄せられました

間 の 予 定 で し た が、 地 震 後 に

枚方人権まちづくり協会 TEL 844︲8866
FAX 844－8799

問い合わせ

枚方市社会福祉協議会 TEL 807︲3448
地域福祉課
FAX 841︲0182

無料

16

イズミヤで
出張相談会
コミュニティソーシャルワーカー

新たな人とのつながりで
元気で生きがいのある日々を送りましょう！
～ 第３回 枚方市総合福祉センター文化祭の開催 ～
枚方市総合福祉センターでは、高齢者の健康維持と福祉向上を目
的とし、高齢者団体が、趣味や特技を生かした活動を紹介する場と
して文化祭を開催します。

作品展示

書道、水彩画、クレパス画、
編み物、折り紙など

活動発表

カラオケ、民謡、ダンス、野
点（お茶会）、福祉事業所の
紹介

各種体験

カーリンコン、卓球、スポー
ツ吹き矢、将棋、手づくりろ
うそく体験（材料費要）
（各種体験については、電話
かFAXにて、事前申込。９月
２日より受付）

文化祭を通して、新たな人とのつながりが生まれ、仲間が増える
とともに活動の更なる発展の機会になればと思いますので、気軽に
ご来場ください。
開 催 日

10月11日（木）、12日（金）、13日（土）、14日（日）

午前９時30分～午後４時まで（但し、14日は午前中のみ）
※公共交通機関の利用にご協力ください。

今回は、知的障害者事業所の協力を得
て、軽食販売（パン・クッキー）します。

（無料送迎バスあり）

申し込み・問い合わせ

枚方市総合福祉センター（津田東町２－26－１） TEL 858－5835 FAX 859－5479

第 3 回 よどがわ防災まつり
６月18日に発災した大阪府北部地震では、枚方
市社協が「災害ボランティアセンター」を立ち上げ
ました。１カ月に渡って開所した災害ボランティア
センターの活動の様子や、そこから見えてきた課題
などをイベントを通して市民の皆さまと共有し、今
後の活動に生かします。
日 時

11月３日（土）

参加費無料

午前10時～午後３時
会 場

ラポールひらかた
※雨天決行

問い合わせ

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

働きませんか

枚方市の40カ園ある認可保育園で
ひろく保育士を募ります
ホームページより
アクセスください。

hiraho.com

検索

枚方市私立保育園連盟

手づくり防災グッズ体験

●炊き出し無料提供
●スタンプラリー参加者に粗品プレゼント
各先着600名
●各企業の展示
●大阪府北部地震による災害ボランティア
センター報告
●講演会「テーマ」
①地震のメカニズム
②雨もりからくるカビを防ぐには

農園利用募集中
野菜づくりを始めませんか？
アドバイザーのサポートあり（週１回）
水や道具は農園に常備
毎月種のプレゼント

くずはシティファーム

https://myfarmer.jp/farms/187/

ひらかた社協だより 6 第141号

※広告内容に関する一切
の責任は広告主に帰属
します。

大阪府 枚方市の認可保育園で

災害ボランティアを体験

枚方社会福祉
協議会からの

情報掲示板

第８回 ひらかた社協ふくしフェスティバル
日 時 ９月１日
（土）午前10時～午後３時30分
場 所 ラポールひらかた
◦映画
「ウイニング・パス」
（字幕・副音声・手話あり）
ある日突然、障害により「自由」を失っ
た高校生が、車いすバスケットを通し
て人生に挑戦する姿を描く。
鑑賞
上映時間：108分
無料
午前の部 午前10時30分〜
午後の部 午後１時〜
◦福祉機器体験コーナー ◦ボランティアグループ等の活
動紹介 ◦ナンカレー、焼きそば、手作りクッキーなどの
模擬店他、スタンプラリーなど企画が盛りだくさん！
※参加費無料。当日、直接会場へ。

問い合わせ 総務課
TEL 844⊖2443

FAX 845⊖1897

枚方市福祉就職フェア2018
地元で就職を考えている人、インターン
シップや職場体験を考えている人などを
対象に若手職員が職場の雰囲気や、現場
スタッフの声などを説明します。
日 時 ９月22日
（土）午後１時～４時
場 所 ラポールひらかた４階 大研修室
参加施設 市内の社会福祉法人、特別養護老人ホームなど15法人

※イベントの会場がラポールひらかたの場合、一般の駐車場が
ありませんので、公共交通機関をご利用ください。

地域とともに楽しみ、暮らし、活動していくために…

第38回くすの木まつり

今年も地域の皆さまと共に
楽しい一日を過ごそうと、
毎年恒例のくすの木まつり
を開催します。是非、お越
しください。
日 時 10月27日（土）
午前10時30分～午後３時
場 所 枚方市立くすの木園内

（交通）京阪バス
「国際ゴルフ場前」
下車 徒歩10分

内

容

朝採り無農薬野菜・紙すき作品の販売、模擬店、
バザー、アトラクションなど
当日、お手伝いしていただけるボランティア大募集！
販売コーナーや喫茶店で利用者さんの支援をしていただけ
るボランティアを募集しています。詳しくは、下記までお
気軽にお問い合わせください。（お茶・昼食あり）
問い合わせ

第₃₀回 枚方市健康・医療・福祉フェスティバル

～みんなで続けて30年

未来へつなごう健康づくり～

日 時 ９月30日
（日）午前10時～午後３時30分
場 所 ラポールひらかた
内 容 いろいろな体験コーナーやイベントを実施
■ノルディックウォーキング体験（要申込）

※午前10時から約２時間程度、ストックを使ったウォーキング方
法をインストラクターと一緒に体験します
（雨天中止）
。
定員25人
（超える場合は抽選・高校生以上で市内在住在学在勤）

日

時

場

所

内

容

対

象

10月７日（日） ※雨天決行
午後１時～午後３時30分
集合：ラポールひらかた 円形広場
※雨天時は、会場を変更し室内での取り組みとなります。

ウォークラリーを通して、障害のある人もない人
もともに交流してみませんか。淀川河川敷を歩い
て色んなゲームにチャレンジ!!
みんなでわいわい楽しみましょう！
枚方市在住の人（介護が必要な人は介護者と一緒
にご参加ください）
淀川河川敷周辺（往復 約４㎞）
200円（参加賞・保険代・飲み物代等）
定員130名になり次第、締め切りとなります

申し込み・問い合わせ 地域支援センターゆいまで
TEL 808⊖2422 FAX 808⊖2423

10月
1日より
新

枚方市地域包括支援センター
社協こもれびが移転します。

町楠葉１丁目28 8

サンディ
楠葉店

淀 川

枚方市地域包括支援センター
社協こもれび
TEL 856－9177 FAX 856－9188
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旧住所

楠葉野
会館

樟葉小学校

楠葉野保育所
トップ
ワールド

ダイエー

樟葉駅

南楠葉1︲30︲1
旧
エクセレント辻ビル
問い合わせ

申し込み・問い合わせ 枚方市社会福祉協議会
〒573⊖1191 枚方市新町2⊖1⊖35 ラポールひらかた
TEL 844︲2443 FAX 845︲1897

コース
参加費
締 切

至 八幡市

申込み 往復はがきで、９月13日
（木）までに下記へ（１枚
で２人まで）
。「ノルディック参加」と記入し、参
加人数、参加希望者全員の名前、年齢、住所、電
話番号、手話通訳希望の場合はその旨を明記。

生活介護事業所 枚方市立くすの木園
TEL 858⊖7353 FAX 858⊖2182

わいわいウォークラリー

※事前申込不要、当日会場へお越しください。

問い合わせ 枚方市特別養護老人ホーム施設長会
（特別養護老人ホーム アイリス）
TEL 858⊖1300 FAX 858⊖1399

※雨天決行

くずはモール

至 枚方市

楠葉中央公園

こころと心の橋わたし

基金への寄附をお寄せください

（平成 30 年５月３日～７月 31 日現在）

●善意銀行
（災害支援）
生活協同組合おおさかパルコープ
…缶パン・水・レインコート
■ 大阪狭山市・大阪狭山市社協・
太子町社協など…タオル他多数
■ 株式会社Kyash
…ブルーシート・土のう袋
■ KDDI株式会社…携帯電話貸与
■ 株式会社和久魚問屋…缶詰
■ ヘアメイク文月…水・軍手など
■

枚方市社協では、▪地域福祉推進基金
４つの基金を設け、▪ボランティア・災害救援活動基金
寄附を受け付けて ▪先駆的事業活用基金
います。
▪公募事業助成基金

●ボランティア・
災害救援基金
コープこうべ災害緊急
支援基金運営委員会
500,000円

募金箱設置で地域貢献してみませんか？
枚方市社協では、上記基金の募金箱設置を検討してい
る企業や団体のご相談を受け付けています。詳しくは、
総務課へお問い合わせください。

●地域福祉推進
基金

問い合わせ

片岡八洲夫 100,000円

総務課 TEL 844－2443 FAX 845－1897

ありがとうございました。
平成31年度分 募集

社会福祉協議

市民ふくし活動チャレンジ基金のお知らせ

正職員募集

枚方市社協では、市民が自らの力でさまざまな問題を解決するために市
内で活動する非営利団体等の積極的な福祉活動を応援するための基金「公
募事業助成基金（市民ふくし活動チャレンジ基金）
」を設けています。助
成金の活用を考えている団体からのご相談や申請時の書類作成などの相談
を受け付けています。
申請受付期間

採用予定：１名
採 用 日：2019年４月１日採用
年

平成30年９月10日
（月）
～10月15日
（月）

※受付時間 月〜金曜日 平日午前９時〜午後５時30分
※申請受付は、持参のみの受付とします。
審 査 方 法

hirakataーshakyo

募集要項は、社協
窓口およびホーム
ページにて配布し
て い ま す。（ 締 切
９月11日まで）
ご質問等は、下記
問い合わせまで。

助成の種類・助成額・期間
種類（助成上限額）

内容

助成期間

①事業スタートアップ助成
（助成上限額50万円）

枚方市内で実施する、社会福祉
に関する新たな事業を立ち上げ
るための資金助成

②事業ステップアップ助成
（助成上限額30万円）

既に事業を実施している団体に
対し、事業の更なる拡充もしく
は発展を図るための資金助成

1年間
平成31年 4 月 1 日〜
平成32年 3 月31日
3年間
※上記期間を上限と
した分割給付
平成31年 4 月 1 日〜

総務課 T E L 844－2443
FAX 845－1897
（HP）http://www.hirakatashakyo.net/

総務課 TEL 844－2443 FAX 845－1897
（HP）http://www.hirakata-shakyo.net/

次号の案内
歳末たすけあい
募金運動
ジョイフルクリ
スマス会のお知
らせ
赤い羽根街頭募金の報告
など
h ir a

k a ta

ーs

y
hak

o

赤十字活動資金の中間報告
住民の皆さまにご協力をお願いしてい
る赤十字活動資金運動（７月31日現
在）をご報告します。なお、引き続き
募集を行っておりますので、ご協力を
お願いいたします。
問い合わせ

ひらかた社協だより vol.141 平成30年９月１日発行

hirakataーshakyo

問い合わせ

※要綱、申請書等については、社協窓口およびホームページにてご確認ください。

問い合わせ

齢：昭 和53年 ４ 月 ２ 日 以
降に生まれた人

応募資格：社会福祉士または精神
保健福祉士（すべて取
得見込み者含む）。普
通自動車運転免許（Ａ
Ｔ可）を有する者。

１次審査
２次審査

書類選考
１次審査通過者のみ選考委員に
よる審査（11月下旬頃）
決定は、12月下旬（予定）

会

日赤募金

11,590,593円

会員（2,000円以上）
寄附金（自治会一括含む）
法人・団体・個人
合

計

151,340円
11,299,753円
139,500円
11,590,593円

地域福祉課 生活支援グループ TEL 807－3017 FAX 845－1897

発行者：社会福祉法人枚方市社会福祉協議会

枚方市社協

