
各地域で行っているふれあいサロンの学区版です。
篠原学区では平成29年度から生活支援体制整備事業について考え、住民のみなさん

と一緒にこれからの地域づくりについて話し合いをしてきました。
地域の垣根をこえて自然と助け合える地域づくりを目指し、まずは支え合いの第一歩
としてつながりづくりの居場所『たまり場しのはら』が実施されることになりました。
篠原学区の各種団体・関係機関が主体となって、お互いに困った時に「困った」と言え、
そして助け合えるそんなつながりが出来ることを願い、10月18日（木）にスタートしました。

たまり場 しのはらたまり場 しのはらたまり場 しのはらたまり場 しのはら
たまり場 しのはらとはたまり場 しのはらとはたまり場 しのはらとは

～ みんなの 居 場 所 ～

健康寿命を伸ばす取り組み

盛り上がった“すきやきゲーム”

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会

平成30年（2018年） 11月号平成30年（2018年） 11月号
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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！

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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今年度、大畑自治会で立ち上げられた「ふれあいサロン」に伺いました。
毎月第2日曜日の夕方、自治会館に集合。調理・食事を通じて、楽しく交流を深めておられます。
第７回を迎えた10月4日のメニューは…

今年度、大畑自治会で立ち上げられた「ふれあいサロン」に伺いました。
毎月第2日曜日の夕方、自治会館に集合。調理・食事を通じて、楽しく交流を深めておられます。
第７回を迎えた10月4日のメニューは…

地域のつながりづくりの一つのアイデアとして、興味のある方はぜひ参考にしてください。

『揚げながら ＜てんぷら＞ コース料理は一口サイズで』『揚げながら ＜てんぷら＞ コース料理は一口サイズで』『揚げながら ＜てんぷら＞ コース料理は一口サイズで』

男・料理の会男・料理の会男・料理の会男・料理の会大
畑 一つ星苦楽部一つ星苦楽部

毎月この日を楽しみしているという
みなさん。
お互いを認めつつ、「この指とまれに」
集まった仲間が、それぞれの役割を見つ
けて楽しんでおられる姿がとても印象
的でした。

毎月この日を楽しみしているという
みなさん。
お互いを認めつつ、「この指とまれに」
集まった仲間が、それぞれの役割を見つ
けて楽しんでおられる姿がとても印象
的でした。

まずはみなさ
ん

協力して下ご
しらえ

一口サイズ
の材料が

そろいまし
た

包丁さばきはお任せください。

揚げたての
天ぷらを「いただきます！」
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赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動赤い羽根共同募金運動

街頭募金を実施しました！街頭募金を実施しました！

が始まりました
今年も10月１日から赤い羽根
共同募金運動が始まりました。
皆様のあたたかいご協力で
野洲市が元気になります。

赤い羽根共同募金とは
市民の皆さまのご理解とご協力をいただき、市内

および県内の社会福祉施設や社会福祉協議会、福
祉活動団体、小地域で福祉のまちづくりを展開する
団体や自治会等の活動を支援するために行う募金
（寄附金）です。 
赤い羽根募金運動は、1947（昭和22）年に始ま

り、60年以上にわたって行われている全国的な募金
運動です。

　10月1日 アル・プラザ野洲、フレンドマート中主店、
ビッグエクストラ野洲店にて赤い羽根共同募金の啓
発を行いました。
　学童保育所の子どもたちが元気に協力してくれた
ので、ほのぼのとした啓発活動になりました。
　これからもこのような活動をとおしてたくさんの支
え合いの輪が広がり、一人でも多くの方に赤い羽根
共同募金運動を知っていただければ嬉しいです。

街頭募金合計額：35,488円
ご協力ありがとうございました
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㈱あいむ

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

伊藤整形外科

うえだこどもクリニック

㈱ウメムラ

エムシィー(株)

近江ОＦＴ㈱

近江キルト㈱

おうみ冨士農業協同組合

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

希望が丘技研㈱

希望が丘クリニック

㈲木村建設

㈱木村モータース

京彦木材㈱

㈱黒田商会

㈱京滋建設

㈱ケイロジ

湖東開発㈱

湖南病院

坂本油化㈱

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行　中主支店

滋賀ダイハツ販売㈱

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所　様 （平成30年9月30日現在）

自治会長様、市民の皆様をはじめ、賛助会員として野洲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただき、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。

滋賀中央信用金庫　中主支店

滋賀中央信用金庫　野洲支店

㈱シナジー

㈱すぎた

生活協同組合コープしが

㈱タイヨー生コン

大和建装㈱

田中医院

中国塗料㈱ 滋賀工場

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

近江牛・旬菜料理　天音

東海電工㈱

東洋産業㈱

東洋被服㈱

㈲ナサ技研

野村内科医院

㈱花のオカダ

㈲バンカー保険事務所

㈱ヒガシトゥエンティワン
　京滋・多久ロジネット事業部
　京滋総合物流グループ

光タクシー㈱

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ 滋賀事業所

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

㈱マツナガ

（医）御上会　野洲病院

㈱村田製作所 野洲事業所

野洲市湖岸開発㈱

㈱野洲サルベージ

野洲慈恵会　

㈱野洲製作所

(社福)悠紀会

(医)吉川医院

㈲吉川ばじろ商店

㈱吉野組

米田建設㈱

読売センター野洲

和光興産㈱

（五十音順、敬称略）

◆社協会員を募集しています。
（法人：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

平成30年度

社会福祉協議会 会費に ご協力ありがとうございました。社会福祉協議会 会費に ご協力ありがとうございました。
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平成30年度 歳末たすけあい募金配分事業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を対象にした福祉施設等助成事業を実施します。

・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、年金（国民年金に限る）収入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
・東日本大震災で被災し野洲市に避難してきた世帯
＊被災したことが証明でき、平成30年10月1日現在で3か月以上野洲市に在住していること

【要保護世帯支援事業】

・野洲市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）
申請方法　11月19日（月）までに施設および団体から野洲市社会福祉協議会に申請してください。

【福祉施設等助成事業】

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

支 給 額 等

11月19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
祉協議会に申請していた
だきます。

申請方法

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。

市役所社会福祉課　野洲市小篠原2100番地1
電話：077-587-6024　 FAX：077-586-2177

野洲市社会福祉協議会　野洲市西河原2400番地
電話：077-589-4683　 FAX：077-589-5783

問い合わせ

命のバトンとは？
　「命のバトン」とは、急病や災害等の緊急時に、救急隊員やかけつけた方へ持病やかかりつけの病院など
の情報をより早く的確に知らせるために、必要な情報を記入して自宅の冷蔵庫に入れておくものです。
　「もしも…」の時のあなたの安心・安全のため、ぜひ「命のバトン」を備えてください。

命のバトンの内容
・保 管 容 器 … 自宅の冷蔵庫の中に保管します。
・ステッカー２枚 … 玄関ドア内側と冷蔵庫の扉に貼り付けます。
・救急情報シート … 情報を記入し保管容器に入れます。

現在「命のバトン」をお持ちの方について
　保管容器の中に入れてあります「救急情報シート」に記入されている情報について、変更等がないかご確認をお願いします。

※新しいシート、ステッカーが必要な方は、社会福祉協議会および市役所社会福祉課にありますので、お申し出ください。

申 込 方 法
　「命のバトン配布申請書」に必要事項を記入の上、社会福祉協議会または市役所社会福祉課に提出してください。
※地域の民生委員等を通じて申し込むこともできます。
※「命のバトン配布申請書」は、社会福祉協議会および市役所社会福祉課にあります。

【実施主体】 … 野洲市　　【配布委託先】 … 野洲市社会福祉協議会

保管容器、救急情報シート ステッカー

～ 必要な方に無料配布します ～

※上記２事業については、先だって広報やす11月１日号にて記事を掲載し、お知らせしております。申請の締切日が迫っておりますので、ご注意ください。

いざと言うとき備えて安心いざと言うとき備えて安心いざと言うとき備えて安心いざと言うとき備えて安心  「命のバトン」 「命のバトン」ンンンンンンン」トンバトンバババのバ「 ババ命の命の命 バ 「命のバトン」
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（平成30年７月４日～平成30年10月16日）
《金員の部》

《物品の部》

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

退職者公務員連盟守山・野洲支部三上分会 様
かざぐるま 様
井口三千三 様　＊誕生日の記念として
大畑女子有志 様　
浄土宗滋賀教区寺庭婦人会 様
昭和18年度卒業野洲国民学校同窓会一同 様
匿名
遊林寺
匿名
大畑女子有志 様

7,871円
5,000円
8,400円
20,000円
20,000円
18,013円
25,929円
10,000円
728円

10,000円

匿名
滋賀県グラウンド・ゴルフ協会 様
（野洲市グラウンド・ゴルフ協会）
匿名
匿名
匿名
大畑サロン 様　
㈱ケイロジ 様
滋賀日産自動車㈱ 様
京セラ労働組合野洲支部 様
匿名
一般社団法人 野洲市給与所得者の会 様

米１２０キロ
車椅子2台

衣服、タオル等
米３０キロ
米６０キロ

雑巾
ラーメン140食

子ども用車椅子１台
書籍、お菓子
米６０キロ

座椅子78脚（各コミセンへ）

車椅子２台（滋賀県グラウンド・ゴルフ協会 様）

書籍・お菓子（京セラ労働組合野洲支部 様)

子ども用車椅子（日産自動車 様）
※社協の車椅子貸出事業で
　使用させていただきます。

座椅子78脚
（一般社団法人 野洲市給与所得者の会 様）

野洲市社会福祉協議会の中長期経営計画策定委員

会（玉本邦雄 委員長）から９月27日、第1次中長期経

営計画（案）をまとめ、立入幸基 会長に答申が行われ

ました。この計画は、社会福祉法人制度が大きく見直

しされ、より一層の経営努力と効果的かつ効率的な組

織運営が求められるなか、組織、事業、財政等における

現状と課題を明らかにして、組織の基盤強化と法人の

適正化を目的とした内容になっています。

第１次中長期経営計画



7

野洲市社会福祉協議会（西河原2400）
電話：077-589-4683　FAX：077-589-5783申込み・問い合わせ

学 童 保 育 所 職 員 募 集学 童 保 育 所 職 員 募 集学 童 保 育 所 職 員 募 集
学童保育所　嘱託職員

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　　格　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

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　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

給　　与　１７３，９００円～（年１回の昇給あり）
　　　　　本会規程により通勤手当支給、賞与

(一時金)、社会保険・有給休暇あり

学童保育所　臨時職員
特別な支援が必要な児童の保育業務など
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　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

賃　　金　時給９５０～１，０００円（年１回昇給あり）
　　　　　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

野洲市社会福祉大会野洲市社会福祉大会野洲市社会福祉大会
日  時 平成31年１月26日（土）

午後１時30分～午後４時まで
　　　　（受付は午後１時～）

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

場  所 野洲市総合防災センター
　（所在地：野洲市辻町488）

内  容

1）式典 　功労者表彰、功労団体表彰 等

2）講演「そっと目くばり・気くばり・心くばり
　　　　  ～ひとりぼっちにさせない地域づくり～」
　　　　　講師：きらめき介護塾
　　　　　　　  　  代  表　渡辺　哲弘 さん

平成30年度
平成30年度平成30年度

どなたでもご参加いただけます。ぜひご友人も
お誘い合わせて一緒にご参加ください。

地域の子どもたちをみんなで育て見守るために「子どものこと」や
「子育てに関すること」を学んだり情報交換することを目指して講
習会及び交流会を開催しています。

参加希望の方は事前に申込みをしてください。先着順です。
託児が必要な方は参加申込み時にお知らせください。

電話：589-5960　 FAX：589-5783

申込み・問い合わせ

12/13（木） 10：00～12：00
会　場：コミュニティセンターひょうず　大ホール

テーマ：「発達障がいの方への理解」
　　　　 ～ともに生きるために知っていただきたいこと～
講　師：野洲市発達支援センター  細谷 亜紀子さん

サポート活動ができるまかせて会員募集中です

ファミリー・サポート・センター
講習会＆交流会のご案内
ファミリー・サポート・センター
講習会＆交流会のご案内
ファミリー・サポート・センター
講習会＆交流会のご案内
ファミリー・サポート・センター
講習会＆交流会のご案内
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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。

平成30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

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 589-4683  FAX 589-5783お問い合わせ

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

日頃の介護で“しんどい”思いを持っておられる方々と、共に語
り合い、経験と知識を深めながら、介護が“気軽に”できることを
願って定期的に懇談会を開催しています。

どなたでもお気軽にご参加ください。

H30年11月21日㈬

H30年12月19日㈬

H31年１月16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　間介護者仲間がつどい、介護ってどういうこと？
認知症ってどういうことなの？など、共に語り合いませんか！

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、みな
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

お問い合わせ

どなたでも　＊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
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～ ! !

義  援  金  お  礼

日本赤十字社事業資金のお礼

母子・父子家庭ふれあい事業

H30年12月４日㈫
H31年１月８日㈫
H31年２月５日㈫
H31年３月５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）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

日本赤十字社は、その理想とする世界の平和と福祉の増
進、人道的な任務の達成のために不断の努力を続けている
国際的な団体です。
日本赤十字社が国の内外にわたって行う各種事業は、皆
様からの活動資金を主な財源としています。多くの方々の
ご協力ありがとうございます。

お
問
い
合
わ
せ TEL  589-4683　FAX  589-5783

日本赤十字社滋賀県支部 野洲市地区
野洲市社会福祉協議会内（野洲市西河原2400）

平成30年度　一般活動資金 （平成30年9月15日現在）

一般活動資金 3,657,563円
77,000円

3,734,563円

法人活動資金

合　　計

野洲市社会福祉協議会で受け付けております義援金について、
皆さまからの温かいご協力をいただきありがとうございます。
引き続き義援金の受付を行っておりますのでご協力をよろしく

お願いいたします。

平成30年7月1日～平成30年10月31日

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分

平成３０年 北海道胆振東部地震災害義援金
赤十字奉仕団野洲市地区委員会 様
オクトーバーフェストやすＪＡＺＺ ＵＰ！実行委員会 様

義援金合計額　　　 32,083円
順不同※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おります。

平成３０年 ７月豪雨災害義援金
野洲市給与所得者の会 様
オクトーバーフェストやすＪＡＺＺ ＵＰ！実行委員会 様

義援金合計額　　　109,972円
順不同※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おります。

順不同

平成３０年 大阪北部地震災害義援金
赤十字奉仕団野洲市地区委員会 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おります。

義援金合計額　　　 31,128円

平成２８年 熊本地震災害義援金
※匿名の方や募金箱等にご協力をいただいております。

義援金合計額　　1,635,901円
東日本大震災義援金
※匿名の方や募金箱等にご協力をいただいております。

義援金合計額　 25,031,053円

「クリスマスのつどい」「クリスマスのつどい」「クリスマスのつどい」「クリスマスのつどい」
ひとり親家庭を対象としたふれあい事業を行います。
親子で楽しいひとときを過ごしませんか？

12月10日（月）までに野洲市社会福祉協議会

TEL  589-4683　FAX  589-5783
申込み・問い合わせ

【日  時】12月16日（日）10：30～15：30
【場  所】コミュニティセンターみかみ
【対  象】市内在住の親子、先着50人


