
三上学童保育所

　悠紀まつりに「たこせん」と「くじびき」のお店で参加しました。
タコの看板で「いらっしゃいませ～、おいしいよ♪」

北野学童保育所

　地域の方の畑でお芋の苗植えをしました。

祇王学童保育所

　荒神山公園へバス遠足
　暑い日でしたが、珍しい遊具に子ども達は大喜びでした。

野洲学童保育所

　全国訪問講談社おはなし隊が、やってきました。野洲
第１～第７学童保育所の１年生の子ども達が大集合！読み
聞かせをしてもらったり、トラックの本棚から大好きな本
を選んで読み、秋空の下で絵本の世界に浸っていました。

中主学童保育所

　夏休みにシャボン玉遊びをしました。
　うちわの骨に液を浸してあおぐと、大小様々なシャボン玉が
たくさん出てきてみんな大喜び！

学
童
保
育
所

学
童
保
育
所

い
い
ね

い
い
ね篠原学童保育所

　オムロン㈱事業所見学
　屋外に造られたビオトープでの自然観察も行いました。
子どもたちにとって幅広く有意義な活動となったようです。

野洲市社会福祉協議会

平成30年（2018年） 3月号
野洲市社会福祉協議会

平成30年（2018年） 3月号

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo.No.No.o.o.o.o.oooooooooooooooooooNo.75
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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平成30年１月27日野洲市総合防災センターで野洲市社会福祉大会を開催しました。

この大会は、永年にわたり社会福祉の増進に貢献された方々の功績をたたえるとともに、市民と

行政、福祉関係者が一体となり「助け合い」「支え合い」の地域づくりを一層促進する契機とする

ために、野洲市と共催で実施しています。大会では６名・３団体の皆様の表彰および感謝状の伝達

がされました。

平成29年度  野洲市社会福祉大会

社会福祉のために貢献された方々に対して、野洲市社会福祉協議会長から
表彰状の授与が行われました。

式典の後の講演では、滋賀県教育委員会　スクールソーシャル
ワーカー・社会福祉士　上村文子（かみむらあやこ）さんをお招き
し、日頃の学校での子どもとの関わりの経験から今の子育て家庭
の現状や、県内で取り組まれている子ども食堂の説明等をいただ
き、子どもたちに関わる姿勢として、『真の愛の言葉で話すと、子ど
もには必ず伝わります』と話されました。
また、障がい者の入居スペースで子どもとの交流会をするなど、

地域で“丸ごと”支える新しい取り組みの説明や紹介もいただき、
これから地域で必要とされる子どもの支援について、ご教示いた
だきました。
雪が降り続ける中での開催にもかかわらず、152名がご参加い
ただき、拍手の中、幕を閉じました。

福祉功労者・団体表彰 滋賀県共同募金会感謝状（伝達）

川端　藤和 様　　　吉川　俊平 様
青木　雅子 様　　　脇坂　祐昭 様
鶴見　　隆 様　　　市木早智子 様
北桜老人クラブ 様
井口老人クラブ 様
ひまわり 様

京セラ株式会社滋賀野洲工場社員一同 様

京セラディスプレイ株式会社本社・

　　　　　　　　  野洲工場社員一同 様

（順不同）

（順不同）

表彰を受けられた皆さま表彰を受けられた皆さま

式　典式　典

講　演講　演 『 見えない貧困に光をあてる  ～子どもの支援の現場から～ 』
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アルファー薬品

㈲岩本自動車工業所

希望が丘技研㈱

㈱ケーエス

㈱滋賀銀行　野洲支店

㈱SCREENホールディングス

生活協同組合コープしが

大丸エナウィン㈱湖南支店

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所・篤志家　様

（平成29年11月１日～平成30年１月31日）

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。

（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
U R L　 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29年度

社会福祉協議会 賛助会費に
ご協力ありがとうございました。
社会福祉協議会 賛助会費に
ご協力ありがとうございました。

実習生が見たふれあいサロン実習生が見たふれあいサロン

龍谷大学 社会学部 地域福祉学科　長井　浩紀 さん

実習期間中に野洲市内数カ所のふれあいサロンに参加させていただきました。参加させ
ていただく前は不安でしたが、サロンに参加されている皆さんに温かく迎えていただきまし

た。各サロンでは住民の方 と々お話ししたり、簡単にできる運動をしたりするなど楽しい時間を過ごしました。 
ふれあいサロンに参加して、ふれあいサロンは地域住民の方々が集える場であり、地域のつながりを築く
場であることを学びました。地域コミュニティの希薄化が問題となっている現代で、ふれあいサロンは重要な
役割を担っていると感じました。

龍谷大学 社会学部 地域福祉学科　松本　直也 さん

社会福祉実習では、多くの社協事業に関わらせていただきました。その中でも特に印象に
残っているのが「ふれあいサロン」です。実際に参加してみて、住民の方 と々お話ししたりレク

リエーションを行うことでサロンの目的や役割を肌で感じることができました。サロンにはただ集まりおしゃべり
や体を動かすだけでなく、これら全体を通してここから地域の見守り活動につながったりと、地域の身近なコ
ミュニティの場であるのだと感じました。
サロンの存在をより多くの方 に々知っていただくためにもご近所さん同士で声をかけ合い足を運んでみて
下さい。きっと楽しい時間になると思います。

～11月から12月にかけての1ヶ月間実習生を受け入れました。～
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共同募金運動

昨年10月１日から全国一斉に「赤い羽根共
同募金運動」、また12月１日から「歳末たす
けあい募金運動」を実施しましたところ、自
治会を通じて住民の皆さまをはじめ、各種団
体さまより多くの善意を届けていただき誠に
ありがとうございました。
皆さまからお寄せいただきました共同募金
は、誰もが住みなれた地域で安心して暮らす
ことができるよう、様々な福祉活動に活用さ
せていただきます。
今後とも、共同募金運動に皆さまのご理解
とご支援をお願いいたします。

平成29年度 募金実績額 （単位：円）

募金方法
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
イベント募金
その他募金
合 　 計

赤い羽根共同募金
3,524,501円
25,225円
13,434円
93,620円
459,811円

0円
2,537円

4,119,128円

歳末たすけあい募金
2,894,052円
27,440円
162,000円

0円
1,166,043円

0円
264,500円
4,514,035円

ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。

◎赤い羽根共同募金（法人・学校・職域） ◎歳末たすけあい募金

オリベスト株式会社

祇王学区民生委員児童委員協議会

北野学区民生委員児童委員協議会

京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同

京セラディスプレイ㈱本社社員一同

滋賀県立野洲高等学校

篠原学区民生委員児童委員協議会

中主学区民生委員児童委員協議会

津田木材株式会社

出合いの家

三上学区民生委員児童委員協議会

村田製作所第二野洲寮

野洲学区民生委員児童委員協議会

野洲市中主赤十字奉仕団

野洲市役所

野洲市野洲赤十字奉仕団

野洲市立祇王小学校

野洲市立北野小学校

野洲市立篠原小学校

（順不同・敬称略）

野洲市立中主小学校

野洲市立中主中学校生徒会

野洲市立三上小学校

野洲市立野洲北中学校

野洲市立野洲小学校

野洲地区更生保護女性会

野洲市社会福祉協議会

株式会社あいむ
アキレスボランティア委員会
京セラディスプレイ株式会社
京セラディスプレイ㈱本社社員一同
京セラ労働組合
京セラ株式会社
京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同
滋賀中央信用金庫
すみれ会
またあしたみそら
三上仏教会一心会
野洲一心会
ＮＰＯ法人あんと
ぬくもりケアネット冨波
グロービス㈱比留田こすもす
特別養護老人ホーム悠紀の里
特別養護老人ホームぎおうの里
びわこ学園医療福祉センター野洲
陽だまり
照永寺
ふれあいワーカーズ
野洲市中主赤十字奉仕団
野洲市野洲赤十字奉仕団
金光教篠原教会
野洲地区更生保護女性会
村田製作所第二野洲寮
野洲市社会福祉協議会

アキレス株式会社（靴）【物品】
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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、皆さま

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。

日本赤十字社事業資金のお礼日本赤十字社事業資金のお礼日本赤十字社事業資金のお礼日本赤十字社事業資金のお礼

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29年度社資（平成30年2月28日現在）

一般活動資金 3,978,626円

71,000円

4,049,626円

法人活動資金

合　　計

義 援 金 お 礼義 援 金 お 礼

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2月28日 現在)

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分
平成２８年 熊本地震災害義援金

東日本大震災義援金

野洲文化ホール来館者 様
さざなみホール来館者 様

※上記以外に匿名の方や募金箱等にもいただいております。
（順不同）

義援金合計額　 1，598，063円

さざなみホール来館者 様
※上記以外に匿名の方や募金箱等にもいただいております。

義援金合計額　 25，021，356円

平成29年度  歳末たすけあい募金配分事業報告
皆さまからいただいた善意の募金によって、このような事業を実施させていただきました。

合計金額　　3,720,570円・通信運搬費　9,814円 ・消耗品費　972円

日常生活支援事業
高齢者世帯、障がい者世帯の方に気
持ち良くお正月を迎えてもらうため
に、年末の大掃除や草むしり等の支
援を行う事業に配分しました。

90世帯　計230,784円

2世帯　計60,000円

23施設　計575,000円

要保護世帯等支援事業
民生委員児童委員のご協力を得て、野洲
市内のひとり親世帯、高齢者世帯、障が
い者世帯、疾病等による要介護世帯の方
を対象に、温かいお正月を迎えてもらう
ために、お見舞金をお渡ししました。

174世帯 296名  計2,184,000円

ひとり親家庭ふれあい事業助成
ひとり親家庭の親子を対象に、野
洲市母子福祉のぞみ会が開催され
るクリスマスのつどいへの助成を
行いました。

助成額　100,000円

共同募金運動にご協力いただき共同募金運動にご協力いただき共同募金運動にご協力いただき

ひとり暮らし高齢者等
　　　　　　　友愛訪問事業
地域の民生委員児童委員のご協力を得
て、ひとり暮らし高齢者宅を友愛訪問し
てもらい、障がい者作業所に作成依頼し
たカレンダーをお届けしました。

940部　計560,000円

福祉施設等助成事業
野洲市内の福祉施設及び団
体を対象に、年末年始の交
流活動事業・施設整備への
助成を行いました。

東日本大震災被災者
　　　　生活支援事業
東日本大震災で被災し、野
洲市に避難されてきた世帯
の方を対象に、生活支援を
目的として配分しました。
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平成30年度 ボランティア保険の加入手続きが始まりました。

「もしも…」の時に備え

　日本国内のボランティア活動中におこ
る様々な事故に対する備えとして、無償
で活動するボランティアの方々のために
発足した補償制度。

・保険加入については、社会福祉協議会へのボランティア登録が必要です。

詳しくは野洲市社会福祉協議会までお尋ね下さい。
電話：077-589-4683　FAX：077-589-5783

〈Aプラン：宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できる行事（1日・1名につき）〉

　地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な
事故に対する備えとして発足した補償制度。

振込み等の手続きが必要となります。
行事開催日の1週間前までに申し込みください。

〈Bプラン：宿泊を伴う行事（1日・1名につき）〉

【補償期間】

Ａプラン：350円
Ｂプラン：510円

天災Ａプラン：500円
天災Ｂプラン：710円

【掛金】

ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内

問い合わせ

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

加入日の翌日から、翌年３月31日まで

ボランティア行事用保険ボランティア活動保険

野洲市社会福祉協議会　職員募集野洲市社会福祉協議会　職員募集野洲市社会福祉協議会　職員募集

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

学童保育所　アルバイト
子どもたちの成長と安全を見守っていくお仕事です
資格/年齢　不問（大学生可）
勤 務 日 　月曜日～金曜日（週3日以上）
　　　　　 ※応相談
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　※応相談
　　　　　春･夏･冬休み等の学校休業期間中

は、午前8時30分～午後6時30分ま
での内４～８時間勤務

賃　　金　時給９００～９５０円
就業場所　野洲市内の学童保育所

A1 28円

28円

A2 126円 A3 248円

〈Cプラン：宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に特定できないA1区分行事（1日・1名につき）〉

・Aプラン、Cプランは最低20名分の保険料が必要です。
・Aプランの名簿は加入申込人が備え付けてください。
・Bプランは加入申込時に名簿の提出が必要です。

1泊2日 241円 3泊4日 300円
2泊3日 295円 4泊5日 354円
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まかせて会員としてサポート活動をしていただける方を募集しています

 5年生女児Aちゃんの送迎  5年生女児Aちゃんの送迎 
4/17　「明日は雨が降りそう。１年生は歩くのが大変

やし降ってほしくないな」と、さすが高学年 !
１年生を思った言葉にびっくりしました。　

～Ｋさん　Ｈ29年4月の報告より～
※ｋさんとＡちゃんは年長児さんのときからのおつきあい。
Ａちゃんの成長を見守ってくださっています。

１年生男児Ｃ君の送迎サポート １年生男児Ｃ君の送迎サポート 
預かり施設の敷地内でのこと
6/５　 まねっこ歩きをして楽しみました。
6/12　朝顔の観察会！
6/19　誰かに見つからないように「隠れ忍者」
　　　 ごっこをして楽しみました。

～Yさん　Ｈ２9年6月の報告より～　

 2才児男児Ｂくんの預かり 2才児男児Ｂくんの預かり
トイレトレーニング中のＢ君です。
4/21　「オムツ変えようか？おしっこ出た？」と声をか

けると、自分でドアを開けてトイレに行き、座
りたいアピールをしてくれました。便座に座
らせると上手におしっこがでました。

～Ｋさん　Ｈ２9年4月の報告より～　

　お子さんの預かりや送迎などのサポートで子育て家庭のお手伝いをしませんか。
サポートしていただける日や時間、内容等のご都合や希望に合わせて活動をお願い
しています。日々たくさんのサポート活動が行われています。毎月、提出されます
「活動報告書」より、お子さんとまかせて会員さんとの様子をお知らせします。

　野洲市内在住の方で、突然の怪我や身体の支障により歩行が困難な状況、または
介護保険等で車椅子の申請手続き中の方を対象に、３か月を限度に車椅子を貸出します。
　・車椅子のタイプ　　自走式と介助式　　　　　　　　　　　　　　
　・借用料　　　　　　無料
　・申請手続き　　　　事前に車椅子の空き状況を確認のうえ、
　　　　　　　　　　　印鑑を持参し手続きにお越しください。

ある日のサポートよりある日のサポートよりある日のサポートより

【会員数】
おねがい会員　　292名
まかせて会員　　102名
どっちも会員　　 59名
合　計　　　　  453名

【活動内容】
①学童保育所のお迎え及び帰宅後の預かり　　　　927回
②保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後の預かり　　314回
③保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送迎　　　212回
④学童の送迎　　　　　　　　　　　　　　　　　157回
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　213回
合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,823回

平成29年度 活動状況（Ｈ29.4.1～Ｈ30.1.31）

（注意事項）福祉サービス等によって、車椅子を購入もしくはレンタルされている方は対象外といたします。
　　　　　　詳しくはお問い合わせください。

野洲市西河原2400　電話：589-5960　FAX：589-5783問い合わせ・連絡先

野洲市西河原2400　電話：589-5960　FAX：589-5783問い合わせ・連絡先

車椅子貸出事業を行っています。車椅子貸出事業を行っています。

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

子育ての手伝いを受けたい人（おねがい会員）と子育
ての手伝いができる人（まかせて会員）が会員となって
助け合う組織です。

ファミリー・サポート・センターとは
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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３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

第二出合いの家に中央競馬馬主社会福祉財団様からのお年玉！

（平成29年12月5日～平成30年3月7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

匿名
匿名
妓王まちづくり推進協議会 様
匿名
匿名
野洲組仏教婦人会連盟 様
匿名
篠原仏教会 様
小南自治会 様
大畑女子有志 様
株式会社 橋詰電気工業所 様

１２，３７５円
８２９円

３０，０００円
６８円

（切手）１１，５８９円
５０，０００円
１４０円

５０，０００円
３，６７０円
２０，０００円
１００，０００円

三上仏教会　一心会 様
金光教　篠原教会 様

大阪ガス株式会社
滋賀地区支配人 船谷昭夫 様

匿名
匿名
四ツ家八幡神社 様
長安　幸子 様
大畑女子有志 様
株式会社ケイロジ 様

米７０㎏
ひとり親家庭へ　米６０㎏

折り紙（大小６０セット）

タオル・肌着・エプロン
オムツ・タオル

餅
衣類・肌着
雑巾100枚

ラーメン100食

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。

１月１１日に中央競馬馬主社会福祉財団様から助成を受けて
送迎用ワゴン車を購入しました。まさに、新年のお年玉です。
今まで使っていた車が、老朽化したために更新・買い替えを
したもので、新しい車の乗り心地の良さと、安全装備の充実に
一同大満足しています。
中央競馬馬主社会福祉財団様に心より御礼申し上げます。大
切に使わせていただきます。

どなたでもお気軽にご参加ください。

４月18日 ㈬

５月16日 ㈬

６月20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皆さん
の集いの場として気軽に参加下さい。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下さい。
対　象
参加費

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～ ! !

４月３日 ㈫
５月１日 ㈫
６月５日 ㈫
７月３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


