令和元年（2019年）9月号
野洲市社会福祉協議会

近江富士第５区（自宅開放の居場所）

今年も無料のかき氷屋さんが実施されました。
毎年、夏季限定ですが子どもたちの夏休みに合わせて開店され、近所

の子ども達はもちろん、口コミで地域外の子ども達も食べにきます。
住民の方も「氷の旗」が出ていると「氷お願い。」と立ち寄られ、赤ちゃ
んから高齢者まで、みんなの居場所としてにぎわっていました。

たくさんの人がつどい
喜んで食べてくれることがうれしい！

近江富士第２区（ラジオ体操自動演奏機）

毎朝7：20から地域の公園にてラジオ体操を実施。
この時間は、ラジオ体操が終わるころ学童の登校時間となり、参加したボランティア

が継続して学童の見守りが出来るように決められました。
夏休みは地域の子ども達も参加し、地域の大人と子どもが一緒に参加することでつな
がりもできます。
今年は、担い手の方の負担が軽減出来れば…と地域の方が「ラジオ体操自動演奏機」を
作成され、スイッチを入れると7：20に音楽が流れるという優れものです。
興味ある方は社協までお問い合わせください！

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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今年も始まります。
赤い羽根共同募金
令和元年10月１日～12月31日
集まった募金はどこへ行くの？
みなさまからお預かりした募金の約70％は野洲市のために使われていま
す。残りの30％は、市町の枠を超えた課題を解決する活動のために、県内
で使われています。赤い羽根共同募金は、野洲のまちによる、野洲のまち
のための募金です。

募金は、野洲市でどのように使われているの？
赤い羽根共同募金は、野洲市の様々な地域活動に使われています。野洲
市内の福祉団体やボランティアグループ、福祉活動推進校、子育てサロン
等の活動に助成をしています。

例えば…

福祉施設等で活躍されている
ボランティアグループの活動に。

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。

障がいのある人が事業を通して、
多くの人とふれあいを深めるため
の福祉交流事業に。

みなさまの募金です、野洲のまちが育っています。もっと
もっとよいまちになるために、今年も、みなさまのご協力よ
ろしくお願いします。

野洲市共同募金委員会 （野洲市社会福祉協議会 内）
〒520-2423 野洲市西河原2400
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TEL：077-589-4683

令和元年度

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 ②一定の収入がない

・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、就労が困難であり一定の収入がない世帯

＊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、就労が困難であり一定の収入がない世帯

申請方法

11月18日
（月）
までに各地区の担当民生委員児童委員へ相談してください。
各地区の民生委員児童委員から野洲市社会福祉協議会に申請します。

【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
申請方法

11月18日
（月）
までに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。

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 589-4683

母子・父子家庭ふれあい事業
父子家庭ふれあい事

NPO法人

親子バス旅行

時

令和元年10月20日
（日）
9：00
（出発）
～16：30頃
（帰着）

集

合

野洲市役所本館 駐車場

行き先

ヤンマーミュージアム / 黒壁スクエア（散策）

参加費

無 料 ※昼食は各自でお願いします。

定

36名

員

申込期間

「金澤翔子書展 ＆
現代国際絵画展」開催！
日

９月14日
（土）
～16日
（月・祝）
き ごう

※揮毫＆ミニトークは
9/16
（祝）
13：00～です。

場

先着順

野洲市社会福祉協議会

TEL 077-589-4683

時

10：00～18：00

10月3日
（木）
～10日
（木）
まで

申込み・問い合わせ

®

設立10周年記念事業

日頃、仕事や家事に忙しいひとり親家庭のお父さん・お母さん、
子どもたちと楽しいバス旅行に出かけませんか。

日

FAX 589-5783

所

ピエリ守山（ピエリコート及びピエリホール）

参加者

どなたでも

内

書・絵画の展示等や事業所の紹介等

容

入場料

無

料

問い合わせ

金澤翔子書展＆現代国際絵画展
実行委員会事務局 ふれあいワーカーズ®
TEL：077-589-8101

FAX 077-589-5783
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（担当：森田、辻川）

サロン担い手交流会を開催します！
サロンに役立つ交流会です。ぜひご参加ください。
野洲市では、地域における高齢者の生きがいづくり及び閉じこもり予防、ならびに地域の支え
あい活動を促進することを目的として、ふれあいサロンが各地域で実施されています。
サロンを実施されている担い手さんが、情報交換をしていただける場として、交流会を企画し
ましたので、サロン担い手の方たちはもちろん、地域福祉活動に興味のある方ぜひ参加してく
ださい。

日時及び会場 …… 開催時間
期

日

場

11月18日
（月）

13：15～15：40

所

コミュニティセンター
きたの

内

容

前

半：サロン運営情報交換

後

半：写真立工作

（各サロンの余興依頼先・弁当の発注先・
野外活動の行先等資料を持参ください）

材料費 100円

持ち物：水のり又は木工用ボンド・はさみ・カッター

11月29日
（金）

コミュニティセンター
ぎおう

前

半：男性の担い手さんによるサロン紹介

後

半：サロン備品を活用した交流会

（聞きたいことアンケート）

持ち物：飲み物、動きやすい服装
対象者 …… サロンに関心のある方等
参加申込

定員 …… 各会場 20名まで
（先着順）
１サロン２名まで
※締め切り 各回、
１週間前まで

野洲市社会福祉協議会（野洲市西河原2400番地）
TEL 077-589-4683

FAX 077-589-5783

担当：地域福祉担当

学童保育所 職員募集
学童保育所

嘱託職員

学童保育所

学童保育所(放課後児童クラブ)の保育業務等
付随する業務全般
資

年

格

齢

就業場所

特別な支援が必要な児童の保育業務など

幼稚園･小･中･高等学校教諭免許、
保育士資格、社会福祉士資格、社会
福祉主事･社会教育主事･児童福祉
司任用資格のいずれかを取得してい
る方 又は、
２年以上児童福祉事業等
に従事した経験のある方

給

資格/年齢

不問

就業場所

野洲市内の学童保育所

勤 務 日 月曜日～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
勤務時間

不問
野洲市内の学童保育所

勤 務 日 月曜日～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
勤務時間

賃

午前10時から午後７時15分までの内
８時間勤務
但し、春･夏･冬休み等の学校休業期
間中(土･日･祝日、年末年始を除く)
は、午前７時30分から午後７時15分
までの内８時間勤務

４００円～（年１回の昇給あり）
与 １７５，
本会規程により通勤手当支給、賞与、
社会保険・有給休暇あり

臨時職員

午後２時３０分から午後６時３０分まで
の４時間勤務
但し、春･夏･冬休み等の学校休業期
間中(土･日･祝日、年末年始を除く)
は、午前８時３０分から午後６時３０分
までの内８時間勤務

000円（年１回昇給あり）
金 時給９５０～１，
本会の規程により通勤手当、有給休
暇、雇用保険への加入あり

学童保育所アルバイトも同時募集中です
申込み・問い合わせ

野洲市社会福祉協議会（野洲市西河原2400番地）

TEL：077-589-4683
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FAX：077-589-5783

令和元年度

・
・サポー
・センター講
フ
ファ
ァミ
ミリー
リー・
サポート
ト
センター講習
習会
会＆
交流
流会
会の
のご案
ご案内
内
＆交

● 会員以外の方もご参加いただけます。お友だちやお知り合いにもお声かけいただき、
多くのご参加をお願いします。
● ご参加の方は事前にそれぞれ開催日の５日前までに申し込みをしてください。
● 託児の必要な方は、予め申し出てください。
● 講習会の受講料は必要ありません。交流会では材料費をいただく場合があります。
●「日赤幼児安全法講習」ではテキスト代 500 円とキューマスク代 154 円が必要です。

1

交流会

令和元年9月12日（木）
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10：00～12：00 終了しました

「ミュージックケア＆こども用品交換会」

2

講習会

令和元年９月27日（金）

講習会

会 場：コミュニティセンターきたの 2F学習室

8

瑠未さん

講習会

令和元年10月８日（火）

10：00～12：00

会 場：コミュニティセンターきたの 2F和室

瑠未さん

9

講習会

①の講習を受講された方は②を受講していただけます。

交流会

９：30～13：30

講 師：小出

10

お料理が大好きな巽さんと一緒に手打ちうどんづくり。
ココナッツオイルで揚げたサクサクかき揚げでランチし
ましょう！

エイチアール・エクシード代表
アンガーマネジメント協会

交流会

令和２年１月10日（金）

９：30～13：30

会 場：コミュニティセンターきたの 調理室
材料費：1人 200円

令和元年11月１日（金）

10：00～12：00

野洲市にお住いの辻さんに教えていただきながら、甘酒
作り、また甘酒を使ったおやつ作りを皆さんで楽しみま
しょう。

11

講 師：日本赤十字社 滋賀県支部 講師
会 場：コミュニティセンターきたの 学習室

講習会

民雄さん

「甘酒を使ったおやつ」

「日赤幼児安全法①」
子どもとは/危険個所のチェック
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10：00～12：00

会 場：コミュニティセンターなかさと 2F研修室

会 場：コミュニティセンターきたの 調理室/会議室
材料費：1人 100円

講習会

令和元年12月６日（金）

「溢れる愛情 ～ それは、自己肯定感に
みたされた自慈心から～」

令和元年10月18日（金）

「手打ちうどんに挑戦！」

5

10：00～12：00

講 師：日本赤十字社 滋賀県支部 講師

会 場：コミュニティセンターきたの 学習室
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令和元年11月29日（金）

「日赤幼児安全法④」
ＡＥＤを使った一次救急救命処置

「親と子のかかわり方教室②」
講 師：酒井

10：00～12：00

講 師：日本赤十字社 滋賀県支部 講師

10：00～12：00

会 場：コミュニティセンターきたの 2F学習室
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令和元年11月22日（金）

「日赤幼児安全法③」
災害時の子育て支援/病気の予防と看病

「親と子のかかわり方教室①」
講 師：酒井

講習会

講習会

令和２年２月７日（金）

10：00～12：00

「発達障がいの理解と手助け」

令和元年11月８日（金）

講 師：石井

10：00～12：00

裕紀子さん

びわこ学園 医療福祉センター野洲

会 場：コミュニティセンターなかさと 2F研修室

「日赤幼児安全法②」
子どもの事故と応急手当/緊急時の対応

申込み・問い合わせ

講 師：日本赤十字社 滋賀県支部 講師

野洲市社会福祉協議会

TEL：077-589-5960 FAX：077-589-5783

会 場：コミュニティセンターきたの 2F学習室
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お しらせ 版
介護者家族の会 懇談会のお知らせ
期

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ともに解

場

９月18日 ㈬

決していくために集まっています。

レッシュします。

時

間

13：30
〜
15：00

（辻町433-1）

11月20日 ㈬

「仲間がいる」と参加者相互の親睦を深め、心身をリフ

所

野洲市
健康福祉センター

10月16日 ㈬

介護の相談や情報交換等を行い「一人だけじゃない」

※参加費（会費）
：１回につき100円

皆さんの参加お待ちしています。

問い合わせ

日

どなたでもお気軽にご参加ください。

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

介護カフェおこしやす開催中～ !!
介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護

期

に関する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場

R1年11月５日㈫

認知症の人や、家族が気軽に外出できる場としても

R1年12月３日㈫

ご利用ください。
象

参加費

どなたでも

場

R1年10月１日㈫

など、皆さんの集いの場として気軽に参加ください。

対

日

野洲市
健康福祉センター1階
旧デイサービス室
（辻町433-1）

R2年１月７日㈫

＊予約不要

無料 ＊飲み物やお菓子（各100円程度）の実費負担有り

問い合わせ

義援金のご協力ありがとうございました

時

間

13：30
〜
15：00

野洲市地域包括支援センター TEL 077－588－2337

善意銀行だより
（令和元年5月27日～6月26日）

（令和元年6月1日～8月31日）

日赤滋賀県支部 野洲市地区受付分

所

《金員の部》

平成３０年 北海道胆振東部地震災害義援金

大畑女子有志 様

野洲市中主赤十字奉仕団 様

有限会社 三王都市開発 様

上記以外に匿名の方や募金箱等にもご協力をいただいています。

大畑女子有志 様

各義援金の総額等詳細については、社会福祉協議会のホームページ

20，
０００円
100，
000円
20，
000円

をご覧ください。

～ わたしたちは忘れない ～
～わたしたちは忘れない～
野洲市社会福祉協議会では、下記の義援金を引き続き受け付
けています。
義援金は日本赤十字社・共同募金会を通じて、被災地へ届け
られます。

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。
自宅で眠っている食品等ありましたら

・東日本大震災義援金

ぜひ社会福祉協議会へ寄付してください。

・平成28年熊本地震災害義援金

食料支援等に活用させていただきます。

・平成30年7月豪雨災害義援金

（1ヶ月以上保存できるもの）

・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
・平成29年7月5日からの大雨災害義援金

みなさまの温かいご支援をお願いいたします。
みなさまの温かいご支援をお願いします。
滋賀県野洲市西河原2400番地
E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp
令和元年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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