令和２年（2020年）9月号
野洲市社会福祉協議会

ボランティア
（野田）
ボランティア 木村美幸
木村美幸
幸さん
× のどかの家
のどかの家 大篠原
大篠原
大
さん
（野田）×
高校最後の夏休みを利用してボランティアをしたいと考え、学校の先生の
アドバイスにより、社協のボランティアセンターを訪ねてくれた木村さん。
ボランティアを快く受け入れてくれた「のどかの家 大篠原」に通う高齢者
の皆さん、事業所スタッフの方々との新しい出会いがうまれました。
（木村さんへのインタビューを２ページに掲載しています）

社協は住民の声を集める
みんなの広場

あったかハートをお届けします！
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「 人 」・「 笑 顔 」
木村さんにお聞きしました

のどかの家 大篠原

ボランティアをしてみようと思った
きっかけは？
福祉の仕事を目指して進学先も決まったので、

笑顔で利用者さんとの時間を過ごし
ていただき、利用者さんにとっても素敵
な出会いになりました。ありがとうござ
いました。

Ｔさん

高齢者介護の現場を経験したいと思い、進学
先の先生に聞いて社協に相談に行きました。

お家でおばあさんと過ごされている

福祉の仕事を目指そうと思ったのは
なぜですか？
一緒に住んでいた祖母がデイサービスを利用
して帰ってくると「今日も楽しかった」といつ

為か、自然に利用者さんの中に入って、
お話をしてくださったり、笑顔のステキ
な彼女でした。
きっとステキな介護士さんになられ
ると思います♡

Oさん

も嬉しそうに話をしてくれて、大きくなったら
福祉の仕事をしたいと思うようになりました。

初めてとは思えないぐらい、毎日笑顔

のどかの家 大篠原でのボランティア
はどうでしたか？

で利用者さんに接してくださり、助かり
ました。
これからも笑顔を忘れずに楽し
みながら学んでください。

Fさん

とても温かい雰囲気で楽しかったです。利用
者さんの中には涙を浮かべて喜んでお話して
くれる方もいて、とても感激しました。
また時 間のある時に遊びに行きたいと思い
ます。

NPO法人

のどかの家 高木 ご 紹 介
平成19年６月に特定非営利活動法人のどかの家 高木を設立し、同年８月１日に「のどかの家 高木 通所
介護事業所」
（デイサービス）
と
「のどかの家 高木 居宅介護支援事業所」
を開所。平成20年10月には長島地
域、平成22年５月には大篠原地域に民家をお借りして同じようにデイサービスを開所。『歩いてでも行ける。』
『日頃からご家族との関係を作ることができる。』
『介護が必要になったらあそこに行けばよいと日頃から安心し
て暮らしていただける。』
そんな地域になくてはならない事業所にしたいと思っています。
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ボランティア センター が つ なぐ
YaSchoolの子ども達 × おにぎりボランティア さん
生活困窮世帯の子ども ( 中学生 ) に対し学習機会の保障を行い、学習習慣を身につけ、貧困の
連鎖を断ち切ること、貧困に陥ることを防ぐことを目的に野洲市が実施している YaSchool（や
すクール）
。
毎週水曜、午後６時から実施される学習の前に、ボランティアの皆さんが心をこめたおにぎりを
提供されています。
新型コロナウイルス感染防止のためしばらくお休みしていましたが、子ども達からはおにぎり
の再開を待ち望んでいる声が聞こえています。

A さん × リフォーム同好会 さん
社協の居宅介護支援事業・地域福祉権利擁護事業で関わっている A さんは、とても体格がよ
く市販のズボンではサイズが合うものがないのが悩みでした。
ボランティアでズボンを縫ってくれる人はいないかな…とのつぶやきから、高齢者施設での作
品作りなどの活動をされているリフォーム同好会の皆さんに相談したところ、快くOKをいただ
き、素敵な花柄のズボンが A さんのもとへ。
Aさんからリフォーム同好会の皆さんへ「花柄が大好きなのでとっても嬉しいです！
！」とのお手
紙とズボンをはいた写真をお届けすることができました。

カットボランティア

大橋弘子 さん（吉地）× B さん

自分の持っている美容師技術をボランティアで生かしたいとボランティア登録してくださった
大橋さん。
社協の相談支援事業で関わっている方の中には、美容室に出向くことや自身の希望を伝
えることが難しい方もおられ、大橋さんにカットをお願いすることに。
職員もその場にご一緒させ
てもらい、
いろんなお話をしながらカットをしてもらったBさんはとても嬉しそうなご様子でした。
「社協に相談したことで、いろんな方との出会いをつくってもらえて嬉しいです」
とのお言葉を
いただき、つながりづくりのお手伝いを社協ができたことをとても喜んでいます。

ありがとうございます
新型コロナウイルス感染防止のための
衝立を手作りしていただきました。

協力してくださった
湯浅義之さん
（久野部東）
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今年も始まります。
赤い羽根共同募金

令和２年10月１日〜12月31日

集まった募金はどこへ行くの？
募金は、野洲市でどのように使われているの？

例 えば…
まちをキレイにする清掃活動のた
め、福祉活動推進校助成に。

地域で安心して子育てをしていく
ための子育てサロンに。

障がいの有無に関わらず事業を通
して、多くの人とふれあいを深め
るための福祉交流事業に。

野洲市共同募金委員会
令和２年度

（野洲市社会福祉協議会 内）
〒520‑2423 野洲市西河原2400

TEL：077‑589‑4683

歳 末たすけあい募 金 配 分 事 業

12月１日から12月31日までの１か月間、全国一斉に「歳末たすけあい運動」が展開されます。
新たな年を迎えようとする時期に、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様々な福
祉活動を展開していきます。その運動の一環として要保護世帯支援事業および福祉施設・当事者団体を対象にした
福祉施設等助成事業を実施します。

【要保護世帯支援事業】
ひとり親世帯
（両親がなく、祖父母等が療育している世帯を含む）

次の①②ともに該当する世帯

①18歳以下の子どもがいる ②生活に困窮している

高齢者のみの世帯
（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む）

おおむね75歳以上で、国民年金のみで生計を立てている世帯

障がい者世帯

常時、障がいのある人を介護する必要があるため、就労が困難であり生活に困窮している世帯

＊障がい者とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人

疾病等による要介護世帯

常時、疾病等のある人を介護する必要があるため、就労が困難であり生活に困窮している世帯

新型コロナウイルスの影響を受けて、生活福祉資金特例貸付を受けた世帯

18歳以下の子どもがいる世帯
申請方法

各地区の民生委員・児童委員を通し野洲市社会福祉協議会に申し込んでください。11月16日
（月）
必着。
ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

【福祉施設等助成事業】

野洲市内の福祉施設
（入所、通所に限る）
および当事者団体

年末年始の交流活動事業、施設整備等への助成
申請方法

福祉施設および当事者団体から野洲市社会福祉協議会に申請してください。11月16日
（月）
必着。

支給額等

両事業ともに支給額等については、歳末たすけあい配分委員会にて決定します。

問い合わせ

野洲市社会福祉協議会 TEL 077‑589‑4683 FAX 077‑589‑5783
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！ 講座
地 域 d e 応 援！
あなたの力を地域で生かしてみませんか？
「何かできることはないかな」
「ボランティアに興味があるけど…」という思いを一歩すすめ、
活動のきっかけになるような講座を開催します。興味のある講座からでもOKです。
一人では不安…という方も、
ぜひご近所・お友達お誘いあわせて気軽にご参加ください。

「脳が喜ぶ！ 心が笑う！」
臨床美術

ストップ！ 子どもの虐待

いきいきと描く楽しさを体感

できることについて考えてみましょう。

9月25日（金）

令和2年

10：00〜12：00

こどもの虐待の実際を知り私たちに

10月27日（火）

先着

令和2年

15名

10：00〜11：30

コミュニティセンターきたの 大ホール

コミュニティセンターきたの ２F 研修室

講 師：臨床美術士 安村 千秋さん
準備物：紙切りハサミ・糊
参加費：1人 100円

講

師：野洲市家庭児童相談室
岡本 悟志さん

先着

30名

わかるとできる おもしろ防災

傾聴 の テクニック（仮）

日頃の備えのポイントを楽しく学びましょう

良好な対人関係を築く秘訣

11月10日（火）

令和2年

10：00〜12：00

12月11日（金）

先着

令和2年

40名

10：00〜12：00

先着

40名

コミュニティセンターみかみ 大ホール

コミュニティセンターきたの 大ホール

講

講

師：防災備蓄収納マスタープランナー
南 あきこさん

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

それぞれの開催日の1週間前までには電話かFAX、
メールでお申し込みください。
託児が必要な方は事前にお申し出ください。

参加費は無料ですが、 については材料費をいただきます。

日時によって、会場が変わりますのでご確認ください。

今回ご案内以降の開催については、社協やす11月号にてお知らせします。

コロナの
感染拡大
防止のため

①手指の消毒

②検温

③マスクの着用

（年齢・体調に応じて）

④ソーシャルディスタンス

⑤部屋の換気

コロナウイルス感染拡大の状況により、中止になることがあります。中止の場合申込者にはご連絡いたします。
申込み・問い合わせ

野洲市社会福祉協議会 TEL：077‑589‑4683 ・ 077‑589‑5960 FAX：077‑589‑5783
E-mail：fukushi@yasu-syakyo.or.jp
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おしらせ 版
令和２年度

社会福祉協議会 会費のお礼
野洲市社会福祉協議会では年間を通じて企業・
野洲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただ

事業所の皆様に賛助会員加入のお願いをしていま
す。(賛助会費：1口

きました各自治会、各世帯をはじめ、企業・事業所・

5,000円)

関係機関の皆様、社協会費へのご協力、誠にあり

いただいた会費は、

がとうございます。

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

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所 様

だきます。

（令和2年４月１日〜7月31日）

Honda Cars 滋賀南 野洲店
社協の趣旨・活動にご賛同いただける方は野洲市

㈲吉川ばじろ商店

社会福祉協議会までご連絡ください。

㈲レッツ野洲

※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。

（五十音順、敬称略）

善 意 銀 行 だ よ り
《金員の部》

4,737円
100,000円
20,000円
20,000円
1,217円
100,000円
22,020円
44,927円
8,600円

匿名
有限会社 三王都市開発 様
大畑女子有志 様
河野 英瑞 様
西村 弘 様
野洲市農業委員 女性の会 様
野洲市母子福祉のぞみ会 様
井口 三千三 様

上杉

日

９月16日 ㈬
10月21日 ㈬
11月18日 ㈬

場

所

時

野洲市
健康福祉センター
（辻町433‑1）

077‑589‑4683

FAX

匿名

米30キロ×17袋

匿名

米7キロ×8袋

間

期

日

場

10月 ６ 日 ㈫

13：30
〜
15：00

11月10日 ㈫
対

野洲市介護者家族の会
TEL

チャイルドシート

介護カフェおこしやす開催中〜!!

どなたでもお気軽にご参加ください。
事務局 野洲市社会福祉協議会

匿名

有効に使わせていただきます。

※参加費
（会費）
：１回につき100円

問い合わせ

紙おむつ

伊都雄 様

温かい思いやりありがとうございました。

介護者家族の会 懇談会のお知らせ
期

（令和２年６月1日〜令和2年８月31日）

《物品の部》

象

どなたでも

野洲市
健康福祉センター2階
集団指導室
（辻町433‑1）

時

間

13：30
〜
15：00

＊予約不要

参加費

無料

問い合わせ

野洲市地域包括支援センター
TEL

077‑589‑5783

所

077‑588‑2337

各種行事につきましては「新型コロナウイルス」感染防止の観点から中止等になる可能性があります。参加希望の方は事前にお問い合わせください。

滋賀県野洲市西河原2400番地
E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp
令和2年9月１5日

http : //www.yasu-syakyo.or.jp

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。
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