
老後をいきいき暮らすには「人と会って会話をし、大声で笑うこと」「出
かけて行って仲間と楽しい時間を過ごすこと」「定期的に外出する機会が
あること」こんなことが日常生活の中に組み込まれていることが大切です。
ふれあいサロンは身近な自治会館や集会所などで、無理なく、楽しく、

話して笑い、時間を過ごすことで、寝たきりや認知症の最大の要因とも言
われる“ 閉じこもり ”を予防できる上、何より、住民同士の見守りや、つ
ながりづくりなど大切な役割を果たしています。
皆さんの地域で、ふれあいサロンがますます活気付くよう、これからも

社協は応援します！！

第２回

1日目 簡単おやつ作り （11/7）

室内ゲーム （11/17）

簡単おやつ作り （11/7）

3日目 工作 （11/24）

工作 （12/1）

工作 （11/24）

4日目 工作 （12/1）

正月飾り

だるま

正月飾り

だるま

2日目 室内ゲーム （11/17）

サロン担い手交流会を開催しました。サロン担い手交流会を開催しました。サロン担い手交流会を開催しました。

野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 12月号
野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 12月号

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo.No.No.o.o.o.o.ooooooooooooooooooo 44444444444444444444444474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474747474744No.74
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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地域で安心して暮らせるまちづくり地域で安心して暮らせるまちづくり地域で安心して暮らせるまちづくり

野洲市社会福祉協議会は、平成２９年度から野洲市より『生活支援体制整備事業』を受託し、
小学校区単位での支えあいの仕組みづくりに取り組んでおります

地域とのつながりが希薄化している中で、高齢者が地域で孤立しないためには、地域のつながりづくりを
見直すことが必要になります。一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯も増加し、認知症を伴う高齢者も増
えつつあります。一方で、高齢者であってもまだまだ元気な方や支援が必要な方でも地域に必要とされ、担っ
ていただけることがたくさんあります。
高齢になっても認知症になっても安心して暮らせる地域づくり、高齢者になっても生きがいを持って暮ら
し続けることができる地域づくりが『生活支援体制整備事業』になります。
しかし、事業と言っても新たな事業を地域で担っていただくのではなく、今取り
組んでおられる事業を少し福祉の視点で考えてもらったり、隣近所での付き合い
で気になる人を気にかけていただいたりすることで十分見守りにつながります。
今回はそんな地域での支え合い・つながりづくりの取り組みの一部を紹介さ
せていただきます。

地域の交流の場が少なくなる中で、住民のみなさんと親睦が深められる催しが出来ればとの願いから地域
住民がふれあえる事業を計画されました。
今迄は、年３回神事事業として、一軒家から男性が1人参加しての交流事業が行われてきたのですが、住民の

だれもが参加できる新たなつながり作りの場として親睦会を計画され、自治会から老人クラブ、子ども会に声
をかけられ共催事業として計画され、隔年実施している防災訓練を拡充し、親睦も兼ねた『第1回防災とレクリ
エーション』事業を１１月５日に実施されました。
当日は、子どもから高齢者まで、住民の６割が参加され、午前中は2班に分かれてのウォーキング。ポイントは
自治会内の消火栓（６か所）を点検しながら歩くこと！そして防災の話を聞いた後、親睦を兼ねた昼食タイム。
軽食をみんなで食べ、老人クラブの方による綿菓子の実演配布。午後からは起震車による地震体験やビンゴゲ
ームも実施され地域のつながりを深められました。
終了後、子ども会の母さんたちから「楽しみながら防災の取り組みが出来て良かった。」と感想もあり、防災
の取り組みと地域のつながりづくりの大切さを実感し、これからも安心して暮らせる地域づくりを行っていき
たいと長島自治会長の三上孝さんにお話しを伺いました。

防災をテーマに交流 長島自治会の取り組み：長島自治会長の三上 孝さん
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市営住宅に引っ越して10年が経ち、ふっと地域を見ると横のつながりが無いことにあらためて気づかれた。
２年前に地域の役員として選出されたことをきっかけに『住宅が一つになってつながることが出来ないか』と
考え、住宅の人同士がつながり顔の見える関係づくりとして住民が集う機会をつくられました。初めは閑散と
した集まりであったが、新聞の廃品回収を月１回実施し、地域をよくするための資金を集め（環境整備の資材
を購入したり）住民のサロン『あすなろ会』を立ち上げ、会費で１泊旅行や日帰り旅行、自治会館でのカラオケ
など楽しい催しを行ったりすることで参加者が少しずつ増えてきた。今年度で役員は終了するが、来期に住宅
の住民を巻き込んだ消防訓練を行いたいと濱口さん！地域がつながり支え合える活動が出来るように今後も
地域の事業に関わり、安心して暮らせる地域づくりをしていきたいとのことです。
家族に105歳のお母さんも同居されており、「地域の方にお世話になっているので自分

のできることを出来る範囲で地域に返していきたい。地域はお互いさん。助け合い、気に
かけ合えるそんな地域にしたい。」とお話しいただきました。

集合住宅でのつながり作り 吉地市営住宅の取り組み：８ブロック理事  濱口 誠さん

野洲市社会福祉協議会では、３年計画で各自治会に伺い、取り組みや支え合いなどに
ついてお話を聞かせてもらう予定をしております。ご協力よろしくお願いいたします。

歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動歳末たすけあい募金運動

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12月1日から歳末たすけあい募金運動
が始まりました。
歳末たすけあい運動は
「つながり ささえあう みんなの地域づくり」
をスローガンに取り組みをすすめております。
皆様のあたたかいご協力で野洲市が元気に
なります。

12月1日 アル・プラザ野洲・フレンドマート中主店・
ザビッグエクストラ野洲店にて歳末たすけあい募金の
啓発を行いました。
少し肌寒い天気でしたが、中主学童保育所と野洲

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歳末たすけ
あい募金運動を知っていただければありがたいです。

街頭募金合計額：27,440円
ご協力ありがとうございました
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平成29年度

野洲市歳末たすけあい募金運動が
実施されています。
野洲市歳末たすけあい募金運動が
実施されています。
毎年地域のみなさまにたくさんのご協力をいただき、ありがとうございます。
今年も、歳末たすけあい募金運動の季節がやってまいりました。
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
活動を展開してまいります。
野洲市で集まった募金は、野洲のまちをよくするために、下記の事業等を実施いたします。
みなさまのご協力よろしくお願いします。

期間：平成29年10月１日～12月31日

① 福祉施設等助成事業

② 要保護世帯等支援事業

③ ひとり親家庭ふれあい事業助成

④ ひとり暮らし高齢者等友愛訪問事業

⑤ 日常生活支援事業

⑥ 東日本大震災被災者生活支援事業

事　　　　　　業 内　　　　　　容 対　　象　　者

•野洲市内福祉施設及び団体

•ひとり親世帯
•ひとり暮らし／高齢者世帯
•障がい者世帯
•疾病等による要介護世帯

•野洲市内のひとり親家庭

•ひとり暮らし高齢者等

•ひとり暮らし／高齢者世帯
•障がい者世帯

•東日本大震災で被災し野洲
市に避難されてきた世帯

年末年始の交流活動事業・施設整
備等への助成として配分します。

野洲市内の要保護世帯を対象に
支援を目的として配分します。

野洲市母子福祉のぞみ会が開催
するひとり親家庭ふれあい事業の
助成として配分します。

野洲市内のひとり暮らし高齢者等
のお宅を友愛訪問し、障がい者作
業所に作成依頼するカレンダーを
お届けします。

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す。

野洲市内に避難されてきた被災者
世帯を対象に、生活支援を目的と
して配分します。

厚生労働大臣表彰厚生労働大臣表彰
平成29年11月22日㈬に開催されました全国社会福祉大会に
おいて、25年間民生委員児童委員として活動されている三上
学区の玉井 重憲委員が厚生労働大臣表彰を受賞されました。
おめでとうございます。
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㈱あいむ
㈱赤坂組
㈲アメニティ北村
㈱ウメムラ
近江ОＦＴ㈱
おうみ冨士農業協同組合 野洲支店
大阪ガスＬＰＧ㈱ 滋賀支店
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
㈱関西アーバン銀行　中主支店
㈱北中工業
希望が丘クリニック
㈱木村モータース
京彦木材㈱
クオリテックファーマ㈱
㈱黒田商会
㈱京滋建設
㈱ケイロジ
ごちそう酒房　善
湖東開発㈱
湖南病院
坂本油化㈱
澤田医院
㈲澤本電工
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・篤志家　様 （平成29年10月31日現在）

   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
一般財団法人 滋賀保健研究センター
㈱シナジー
㈱すぎた
㈱田中石材
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
㈱テクノ高布
東海電工㈱
東洋産業㈱
ちかもち内科医院
㈲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
㈱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
（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
（医）御上会　野洲病院
南医院
㈱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
㈱山本管工
(社福)悠紀会
（医）吉川医院
㈲吉川ばじろ商店
読売センター野洲

（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29年度

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。

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　一般活動資金 （平成29年11月30日現在）

一般活動資金 4,179,526円
71,000円

4,250,526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29年8月1日～
平成29年10月31日

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分

平成２９年 ７月５日からの大雨災害義援金
須原自治会 様　　　　松原　ゆき子 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　 536，310円

東日本大震災義援金
ふれあいワーカーズ 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　25，018，984円

平成２９年 熊本地震災害義援金
※匿名の方や募金箱等にご協力いただいております。

義援金合計額　 1，583，479円

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。
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福祉体験授業を受けました 中主中学校
1年生

α工房（自助具作成ボランティア）の
授業を体験して
私は自助具について学びました。今回作成したのは

「はしホルダー」「ソックスエイド」でした。自分で作った
自助具を実際に使用してみて、自助具が自分を助ける
道具であることを学びました。

車椅子レクダンスの授業を体験して
私が車椅子レクダンスの講座を受けて感じたこと

は、車椅子に乗ることがどれだけ難しく、不自由である
かということでした。障がい者と健常者の垣根を越え
て一緒に踊る車椅子レクダンスは、楽しくもあり難しく
もありましたが、もっとみんなに知ってもらいたいと思
うよい体験でした。

腹話術かいつぶりの会の授業を体験して
私は腹話術の講座を受けて、腹話術は人形と術者

の会話を通して、人とのふれあいが出来る楽しい技術
だなと思いました。人形の動作を自然に見せるのが
思った以上に難しかったです。

朗読グループさえずりの授業を体験して
朗読は物語や原稿を読むだけだと思っていたけれ

ど、講座を受けて、本当は「相手に伝える」ことが一番
大事なんだと学びました。発声練習など初歩的なこと
をやってみて、読みにくく間違えることもありましたが、
とても楽しく貴重な体験だったと思います。

　中主中学校にて、福祉への関心を高め、自分の地域の高齢者・障がい者・
子どもたちと、支え合いや助け合って生きていく態度を養うことを目標に、福
祉体験学習が行われました。
　１年生の生徒１１７人が４つのグループに分かれ、全４回の内容で開催され、
最終回は体育館にて活動の発表が実施されました。
　下記のとおり、参加生徒の方々の感想の一部をご紹介いたします。
　（※生徒氏名省略。掲載した写真は各グループの活動の様子を撮影したものです。）
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（平成29年9月6日～平成29年11月30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

かざぐるま 様
大畑女子有志 様
大畑女子有志 様
匿名
近江富士第五区福祉健康推進委員会 様
かざぐるま 様
大畑女子有志 様
井口自治会 様

京セラ労働組合野洲支部 様
匿　名
株式会社ケイロジ 様
匿　名
匿　名
匿　名
安治自治会 様
大畑サロン 様
匿　名
匿　名
匿　名
匿　名
野洲一心会
匿　名

世界名作シリーズ ３４巻セット
米６０㎏

ラーメン１４０食
米９０㎏・衣類・肌着

米６０㎏
米４０㎏

梨８０個・白米２０㎏
雑巾

衣類・肌着
米４０㎏

衣類・肌着
イベント衣装４セット

米１１０㎏
衣類・肌着

５，０００円
２０，０００円
２０，０００円
２０，８２６円
１４，２９７円
２，０００円
３０，０００円
２，１５０円

京セラ労働組合野洲支部 様　 世界名作シリーズ ３４巻セット

市内の学童保育所にて活用しています。

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

場  所

内  容

平成30年１月27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

野洲市総合防災センター
（所在地：野洲市辻町488）

1）式典 　功労者表彰、功労団体表彰等

2）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～」
　　　　　講師：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 さん

地域福祉権利擁護事業
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！

Q１. どんな人が利用できるの？

Q２. どんなサービスが受けられるの？

Q３. どうやったらサービスが利用できるの？

自分ひとりで判断をすることに不安な方や、お金の管理
に困っている方などが利用できます。
たとえば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者な

ど判断能力が不十分な方が対象です。

福祉サービスを利用する際のさまざまな手続や契約、預
金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支払手続、年金
や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。

まずは、社会福祉協議会までご連絡ください。

生活に対する困りごとや悩みごと、こんな風に暮らしたいとい
う希望はそれぞれ違います。私たちはそんな一人ひとりの暮らし
をしっかりとサポートできるように一緒に考えていきます。気軽に
ご相談ください。

・福祉サービスの利用援助
・日常的金銭管理サービス
・書類等預かりサービス

平成29年度
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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29年12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

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

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

かを取得している者 又は、２年以上児童福祉事業等に従事した経験のある者
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　１７２，９００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

ケアプランの作成、相談業務等付随する業務
資　　格　介護支援専門員（取得見込み可）、普通自動車免許（ＡＴ可）
年　　齢　不問
就業場所　野洲市社会福祉協議会（野洲市西河原2400番地）
勤 務 日　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
勤務時間　午前８時３０分から午後５時１５分まで（８時間勤務）
給　　与　２０２，２００円　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

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
給　　与　時給８５０～９００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

ファミリーサポートセンター講習会・交流会のご案内

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。

どなたでもお気軽にご参加ください。

12月20日 ㈬

１月17日 ㈬

２月21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！

おしらせ版

野洲市社会福祉協議会　職員募集

みんなdeランチ
～ 子どもも大好きなメニュー ～

会　場：コミセンきたの　調理室
講　師：西村 典子さん　  藤澤 秀江さん
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、持ち帰り用の空き容器、
　　　　お子さんと一緒の方はフォーク・スプーン等

大人の方だけの
参加ももちろん
ＯＫです！

平成30年２月６日㈫　9：00～14：00

ひな祭りメニュー
✿ ちらし寿司　　✿ 大根なます（ゆず風味）
✿ 嶺岡豆腐　　　✿ スパニッシュオムレツ
✿ 蛤またはアサリのすまし汁　✿ 三色ゼリー

日赤幼児安全法①
～こどもに起こりやすい事故の予防と手当～
平成30年２月２0日㈫  9：30～11：30
講　師：日赤滋賀県支部 指導講師
会　場：コミセンきたの　和室
受講料：小冊子代　52円　キューマスク代　154円

日赤幼児安全法②
～乳児、幼児用のＡＥＤを使った一次救命処置～
平成30年２月２7日㈫  9：30～11：30
講　師：日赤滋賀県支部 指導講師
会　場：コミセンきたの　和室

交
流
会

講
習
会

•申し込みは７日前までにお願いします。　•託児が必要な方は事前にお申し出ください。
•どなたでも受講していただけます。会員でない方にもお声かけいただきご一緒に受講ください。

問
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電話：077-589-5960　 FAX：077-589-5783
問い合わせ・申込み


