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地域福祉計画策定のための
タウンミーティングを
開催しました。

第3期野洲市地域福祉計画の策定にあたり、市民の皆さまのまちづくりへの想いや
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地域福祉計画策定のための　タウンミーティングを開催しました。
「福祉」とは、子どもから高齢者まで、障がいなどの有無にとらわれず、誰もが住み慣れた地域

の中で、心豊かに安心して暮らせる仕組みをつくり、それを持続させていくこととされています。

そのためには、行政と市民のみなさん（事業所なども含む）が連携し、解決していこうとする取

り組みが大切です。

タウンミーティングでは、「❶わたしのまちの良いところ（地域の強味）」「❷わたしのまちで困っ

ていること（地域の課題）」「❸10年後、どんなまちであってほしい（地域の目指す方向）」「❹わた

しのまちの未来のために私たちができること」の 4 つのテーマについて話し合ってもらいました。

特に「❹わたしのまちの未来のために私たちができること」は地域づくりのためのアクションプラ

ンとしてとらえることが出来ます。

10年後の野洲市が暮らしやすい地域になるよう、みなさんの意見を反映し、市民のだれもが

「おたがいさま」と「少しのおせっかい」が出来る計画につなげていきます。

参加者から出た『10年後こんなまちになって欲しい。』意見抜粋

ふれあいサロン 松の会（駅前）
・大人も子どもも助け合う気
持ちをもっている
・青空の下、車いすサロンで
にぎやかな場になる

大篠原自治会
・まちの「売り」を作って人
が呼べるまちになれば
・移り住みたいと思うまちに

野洲地区 更生保護女性会
・空き家を活用した居場所が
欲しいなぁ
・高齢者・子どもとともに楽し
く過ごせるまちがつくれたら！

野洲市民生委員児童委員協議会
地域活動部会

・一人暮らしの住民でも生活
しやすい話し相手の困らな
い地域
・子どもが将来夢を持てるまち

野洲生活学校
・家にいて診療が受けられる
・移動販売があったら
・バスがタクシーみたいに停
まってくれる

市三宅サロンボランティア
・頼れる友人がいつまでもいる
こと
・地域の一人暮らし高齢者が
寄って生活できる施設

赤十字奉仕団 野洲市地区委員会
・乗合タクシーで通院
・気の合ったもので集える場
所を作りたい

市三宅自治会 役員
・住みやすさランキング全国
１位に
・いつも困ったら助けてと言
えるまち

 近江富士第六区ふれあいサロン
・我々が団地に来た時のよう
ないきいきとしたまち
・人が簡単に集える場所が欲
しい

野洲学区民生委員児童委員協議会
・移動販売車を増やしてほしい
・地域のたまり場があちこち
に当たり前にあるまち

江部自治会
・自動運転バスが巡回していて、24時間いつでも乗れる
・畑がＡＩロボット化
・永原御殿のお堀を再現して魚や水鳥のいるオアシスを作りたい

野洲市健康推進連絡協議会
・健康寿命を延ばして全国１
位を目指す
・健康な高齢者が活躍してい
るまち

久野部東お助け隊
・体が動くようであれば家の
前に椅子を置き、それに
座り行き来する人と話を
したい

西河原　有志
・アーモンドの木を植え、アー
モンドのまちづくり
・商店街に店が多く活気ある
まち

野洲自治会
・地域で高齢者を見守られる
まち
・きれいな水がわいて再びア
ユがみられるまち

小南自治会
・若者が集まる（残る）まち
・大きな災害にも強いまちで
あってほしい
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野洲要約筆記サークル　チェリー
聴こえない人に、その場
の話の内容を伝える通訳の
ための要約筆記の技術向
上の練習。聴覚障害者の
支援交流ボランティア。

ラス・フローレス（フラメンコ）
スペインの踊りフラメンコを皆さまに

も知っていただこうと、保育所や小学
校、各高齢者施設、自治会イベント等
に訪問して踊ったり、参加してもらって、
楽しんでいただいております。月１回初
心者コースもあります。

日本車椅子レクダンス
高齢者福祉施設や障がい者施設など

に伺い楽しくダンスしています。小中学
校へ伺い、車いすの使い
方からダンスまで幅広い内
容をお伝えしています。

野洲点字サークル
点訳には専門知識が必要で、例会

では学習が中心です。

野洲朗読グループ　さえずり
聞き取りやすい、わかりやすい音訳

を目指し技術向上のための勉強会をし
ています。　読むことに興味のある方、
大歓迎です。

手話サークル　ともしび
手話で日常会話ができるよう学習して

います。県内聴覚障害者のイベントに
協力し、また滋賀
県手話サークル連
絡協議会にも加盟
しています。初心
者、大歓迎です！

レク・すだれ（玉すだれ）
全員後期高齢者ですが、手、足、

口が元気なので認知症予防だと認識し
て頑張っています。「玉すだれ」に興
味のある方は一緒に楽しみませんか？

人形劇サークル　みっくすどーなつ
それぞれの特技・持ち味をいかして
作品を創りあげていく。子ども達の笑

顔を見ると、苦労もむくわれ
元気をもらえます。

冬香色（みんなで楽しみましょう）
特技以外　グラウンドゴルフ、料理、
歴史散策（市内・県外）、大回り。
青春切符での旅行、マレットゴルフ

その他色々。

①

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

②

③

④

ふゆ   か   いろ
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障がい者相談支援センターでは、相談支援専門員が、障がいのある方やご家族が地域で安心
して自立した生活が送れるよう相談支援を行っています。
サービス利用の意向等を伺いながら、必要なサービスの種類を考え、サービス等利用計画作成

の他、地域で安心して生活できるよう、ご家族からの様々な不安や悩みなどの相談に対応します。

野洲市ボランティア連絡協議会は、野洲市のボランティア活動団体として、

研修会や交流会を開催し、連携を取りながら親睦を深めている団体です。

野洲市社協障がい者相談支援センターをご利用下さい。

相 談 日　　月～金曜日 ※祝祭日・年末年始を除きます

相 談 時 間　　午前８時30分～午後５時15分

相談に関して　　障がいの種別や手帳の有無を問いません。
　　　　　　　　相談・支援にかかわる利用料は無料です。

TEL：077-589-6664 　FAX：077-589-5783問い合わせ

野 洲 市ボランティア 連 絡 協 議 会
サークル活動発表会へのお誘い

野洲市ボランティア連絡協議会に加盟する9つの
サークルが、日頃の活動を発表します！
★会員以外の方も私達の活動を是非ご覧ください！

令和２年11月30日（月）　9：30～受付　10：00 ～ 12：00
発表サークル ①チェリー　②ともしび　③さえずり第１回

令和3年1月19日（火）　9：30～受付　10：00 ～ 12：00
発表サークル ④みっくすどーなつ　⑤ラス・フローレス　⑥レク・すだれ第2回

令和3年3月16日（火）　9：30～受付　10：00 ～ 12：00
発表サークル ⑦冬香色　⑧野洲点字サークル　⑨日本車椅子レクダンス第3回

野洲市ボランティア連絡協議会
事務局　野洲市社会福祉協議会　TEL：077－589－4683　FAX：077－589－5783

問い合わせ

「もっと知りたい」「一緒に活動してみたい」と思うサークルがあったら是非お問合せ下さい!!

会 場

コミセン
なかさと
大ホール

会 場

コミセン
なかさと
大ホール
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令和2年 9月25日（金）
講師：臨床美術士   安村  千秋さん

TEL：077-589-4683問い合わせ 野洲市社会福祉協議会 地域福祉課

地域de応援！！ 講座

「脳が喜ぶ！ 心が笑う！」
❶ ❷

❹❸

令和2年10月27日（火）
講師：野洲市家庭児童相談室  室長　角  泰広さん

岡本  悟志さん

こどもの虐待の実際を知り私たちに
できることについて考えてみましょう。

令和2年11月10日（火）
講師：防災備蓄収納マスタープランナー　南  あきこさん

わかるとできる おもしろ防災
日頃の備えのポイントを楽しく学びましょう

令和2年12月11日（金）
10：00～12：00  コミュニティセンターきたの 大ホール
講師：エイチアール・エクシード   産業カウンセラー  小出  民雄さん

傾聴のテクニック
良好な対人関係を築く秘訣

先着
40名
申込
受付中

あなたの力を地域で生かしてみませんか？

終了しました

終了しました

終了しました

エンヤの音楽が流れる部屋  17名の
方が参加。安村さんの笑顔のお出迎
えの中、セッションが始まりました。

楽しく心が笑う時間でした。折り紙の時間かなと思い参
加したのですが、丸いクレヨンで絵を描くなんて想像も
つきませんでした。また、こんな時間があったらいいな。

童心に帰って描いた「リンゴ」の絵は、今
の自分の気持ちを表すような絵になり
ました。先生のお話にも感動しました。

大切なこれからの
子ども達のために
何とか早い段階で
虐待を発見できる
ようにしたいと強く
思いました。

地域で子どもを見守ることは
すごく大事ですね。

参加者の
皆さんの声 参加者の

皆さんの声

臨床美術  いきいきと描く楽しさを体感
ストップ！子どもの虐待

今般発生した新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により、一時的又は継続的に
収入が減少した世帯を対象として生活福祉資金貸付制度における福祉資金（緊急小口資金）及び総
合支援資金（生活支援費）について特例貸付が実施されています。

新型コロナウイルス感染症の影響による
生活福祉資金の特例貸付について

・ 窓口受付期間　 令和２年12月28日㈪まで
・ 郵送受付期間　 令和２年12月31日㈭ 消印有効

問い合わせ先：野洲市社会福祉協議会　〒520－2423  滋賀県野洲市西河原2400番地　 電話 ０７７－５８９－４６８３

※申請書類につきましては野洲市
社会福祉協議会のホームページ
からダウンロードできます。

受付
期間
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ＩＫウェイスト㈱

㈱あいむ

㈱赤坂組

旭化成㈱ 守山製造所

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

伊藤整形外科

㈲岩本自動車工業所

㈲魚万桜

㈱宇田花店

㈱ウメムラ

エムシィー㈱

近江ОＦＴ㈱

近江牛・旬菜料理　天音

岡鑿泉工業所

奥野印刷㈱

㈱奥村興業

㈱オグラエンジニアリング

オリベスト㈱

角一化成㈱ 滋賀事業所

㈱北中工業

㈱きたなかふぁーむ

希望が丘技研㈱

希望が丘クリニック

㈱木村モータース

京彦木材㈱

㈱京滋建設

㈱ケイロジ

湖東開発㈱

坂本油化㈱

㈲澤本電工

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行 中主支店

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所　様 （令和２年８月１日～９月30日）

野洲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただきました各自治会、各世帯をはじめ、企業・事業所・関係者
の皆様、社協会費へのご協力、誠にありがとうございます。 
皆様からいただいた会費は、地域福祉活動や福祉団体への支援等地域福祉の推進に役立たせていただきます。

㈱滋賀銀行 野洲支店

滋賀小林精工㈱

滋賀ダイハツ販売㈱

滋賀中央信用金庫 中主支店

滋賀中央信用金庫 野洲支店

滋賀ニシリク㈱

㈱滋賀ホイストサービス

㈱シナジー

（医）周行会

（医）翔誠会　おおはし腎透析クリニック

生活協同組合コープしが

㈱タイヨー生コン

田中医院

㈱田中石材

ちかもち内科医院

中国塗料㈱ 滋賀工場

㈲ちゅうずドリームファーム

中主郵便局

㈱長府製作所 滋賀工場

津田木材㈱

(社福) 出合いの家

㈱テクノ高布

東海電工㈱

東洋産業㈱

㈲ナサ技研

日本発条㈱ 野洲工場

野村内科医院

㈱花のオカダ

㈲ハラダ設備

㈲バンカー保険事務所

光タクシー㈱

（特非）陽だまり

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ 滋賀事業所

(社福)びわこ学園　医療福祉センター野洲

びわこ観光バス㈱

扶二工業㈱

フラワーかわさき

ＮＰО法人ふれあいワーカーズ

㈱堀光

松下電動工具㈱

㈱マツナガ

㈱マルセ

㈱村田製作所 野洲事業所

㈱野洲サルベージ

野洲市湖岸開発㈱

㈱野洲製作所

㈱山本管工

(社福)悠紀会

（医）吉川医院

吉田クリニック

㈱吉野組

米田建設㈱

（五十音順、敬称略）

◆賛助会員を募集しています。
（１口  5,000円）

◆社協の趣旨・活動に賛同し、ご協力いただ
　ける方は、下記までご連絡ください。
※社協は税額控除対象法人です。社協会費
へのご協力は、寄付金控除の適用を受け
ることができます。

社会福祉法人  野洲市社会福祉協議会
〒520-2423
滋賀県野洲市西河原2400番地
TEL : 077-589-4683
FAX : 077-589-5783
E-mail　fukushi@yasu-syakyo.or.jp
URL　http://www.yasu-syakyo.or.jp/　

賛助会費ご協力のお願い賛助会費ご協力のお願い

令和２年度

野洲市社会福祉協議会　会費のお礼野洲市社会福祉協議会　会費のお礼
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この広報誌は、一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

令和２年11月１5日

滋賀県野洲市西河原2400番地

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

野洲市社会福祉大会
日  時 令和3年１月23日（土）

13：30～14：30（受付13：00～）

問い合わせ 野洲市社会福祉協議会
TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

場  所 コミュニティセンターなかさと
　（野洲市西河原2366-1）

内  容 式典  表彰状・感謝状の贈呈

令和２年度

おしらせ版

野洲市介護者家族の会　 事務局  野洲市社会福祉協議会 TEL 077-589-4683  FAX 077-589-5783問い合わせ

野洲市共同募金委員会 （野洲市社会福祉協議会内） TEL 077-589-4683  FAX 077-589-5783問い合わせ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

※参加費（会費）：１回につき100円

介護を必要としている人の家族や、介護に関心のある
人たちが日頃の介護についていろいろな問題を共に解決
していくために集まっています。
介護の相談や情報交換等を行い「一人だけじゃない」
「仲間がいる」と参加者相互の親睦を深め、心身をリフ
レッシュします。
皆さんの参加お待ちしています。

歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として地域住民やボランティア、民生委員・
児童委員、関係機関・団体等のご協力のもと、新たな年を迎える時期に、支援を必要とする
人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな福祉活動を展開しています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

どなたでもお気軽にご参加ください。

11月18日 ㈬
12月16日 ㈬

令和3年1月20日 ㈬
2月17日 ㈬
3月17日 ㈬

野洲市
健康福祉センター
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護
に関する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場
など、皆さんの集いの場として気軽に参加ください。
認知症の人や、家族が気軽に外出できる場としても
ご利用ください。

対　象

参加費 問い合わせ

どなたでも　＊予約不要

無料 野洲市地域包括支援センター　TEL 077－588－2337

介護カフェおこしやす開催中～ ! !

12月１日㈫

令和3年１月５日㈫

２月２日㈫

３月２日㈫

野洲市
健康福祉センター2階 

集団指導室
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

※今年度の社会福祉大会は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止の観点から、式典のみの開催とし、参加者の
人数制限をさせていただきます。（事前申し込み必要）

（令和２年９月1日～令和2年10月31日）
《金員の部》

温かい思いやりありがとうございました。
有効に使わせていただきます。

善 意 銀 行 だ よ り

株式会社　大生産業 様
大畑女子有志 様

３０３，４５6円
20，000円

《物品の部》

匿名
匿名
匿名
大畑女子有志 様

紙パンツ・布ガーゼハンカチ
衣類

米30Kg
衣類

今年も歳末たすけあい運動が始まります。 期間  12月１日～12月31日


