
平成29年6月4日(日)に開催された『やすまる広場2017』にて、民生
委員・児童委員のみなさんに『民生委員制度100周年記念事業』とし
て“みんなで作ろう！「われないシャボン玉」”コーナーを担当いただ
きました。参加された皆さんとふれあい、『民生委員・児童委員』が
地域の身近な相談相手として活動していることも知っていただく良い
機会になりました。
たくさんの子どもたちの笑顔に、民生委員・児童委員、そして私

たち社協職員も思わず笑顔になりました。

野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 6月号
野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 6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！
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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6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

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

問い合わせ

どなたでも　＊予約不要

無　料
＊飲物やお菓子
（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 !!

資格/年齢

勤 務 日

勤務時間

賃　　金

不　問
月曜日～金曜日（週5日）
午後2時30分～午後6時30分までの4時間勤務
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8時間勤務
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

職　員　募　集

（平成29年2月11日～平成29年5月31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

古切手グループ 様
大畑女子有志 様
かざぐるま 様
匿名
匿名
株式会社 大生産業 様
匿名
大畑女子有志 様
昭和22年三上小学校卒業16名同窓会 様

7,301円
10,000円
5,000円
62,000円
3,037円

273,456円
797円

20,000円
１０，５３２円

株式会社 ケイロジ 様
匿名
オムロン株式会社 野洲事業所 様

大畑サロン 様
匿名
匿名
匿名
大畑サロン 様

ラーメン１４０食
自動車のカバー（セダン用）

雑巾９０枚
掃除用用具９６個

雑巾
紙オムツ
衣類

米３０㎏
雑巾

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。

６月21日 ㈬
７月19日 ㈬
８月16日 ㈬
９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

７月４日 ㈫
８月１日 ㈫
９月５日 ㈫
10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

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

原則毎月第１火曜日

学童保育所  臨時職員

学童保育所  アルバイト

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

勤 務 日

勤務時間

賃　　金

不　問（大学生可）
月曜日～金曜日（週3日以上）※応相談
午後2時30分～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
時給800～850円

就業場所

申 込 み
問い合わせ

野洲市内の学童保育所
野洲市社会福祉協議会
TEL  077-589-4683　 FAX  077-589-5783

学童保育所  アルバイト 児童の保育業務など
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社会福祉を取り巻く環境は、家族機能の低下や地域社会とのつながりの希薄化などを背景に、ひき
こもりや社会的孤立、虐待などの課題が深刻化し、早急な対応が求められています。
このような中、関係機関と連携し、障がいのある方が地域で安心して自立した生活を送っていくた
めの相談支援事業を充実させるとともに、子育て支援の一環であるこどもの家（学童保育所）運営の充
実を図ります。
また、地域を基盤として課題を抱える方を包括的に支える仕組みづくりとして、

「地域包括ケアシステム」が本格的にスタートする中、各種制度や地域のネット
ワークにつなげることや地域での支え合い活動の取り組みを推進してきました。こ
れまでの取り組みを充実させるとともに、いままでの実践などを活かして、今年度
より生活支援体制整備事業に取り組んでまいります。
こうした総合的な相談支援や地域支援に取り組むことが期待される中にあって、
職員の地域福祉や相談支援における専門性や資質のより一層の向上が必要であり、
特に社協全体で地域のニーズ把握に重点をおいた地域福祉の推進を図ります。

～ 平成29年度  野洲市   社会福祉協議会 事業 ～
基 本 方 針基 本 方 針基 本 方 針

基 本 方 針重 点 事 業重 点 事 業

社協の各部門間連携を図り、それぞれの部門で受け止め
た相談を一体となって支援する体制をとるとともに、関係
機関と連携し、制度の狭間で支援が届きにくい人への支援
に取り組みます。

相談支援事業の充実を図るため、
法人内での部門間連携を強化
します

地域住民の多様な生活課題の解決につなげる地域福祉活
動の支援に取り組み、ふれあいサロンや子育てサロン等を
通じて、地域の見守り支援体制の充実を図ります。
また、市からの委託による生活支援体制整備事業（生活支
援コーディネーター・協議体）により、地域の支え合い体制
づくりを推進するとともに、災害時にも対応できる日々の
つながりを強化する仕組みづくりの推進を図ります。

地域での見守り支援の仕組み
づくりの推進を図ります

住み慣れた地域での生活を支えるため、介護支援サービ
スの提供と部門間連携を活かし、地域における生活課題へ
の取り組みを視野に入れて、在宅での介護を支援するため
の地域連携を図ることに努めます。

地域での暮しを支える
介護支援サービスの提供に
努めます

保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に対し放課
後等で適切な遊び及び安心・安全な生活の場を提供し、児
童の健全育成を図ります。

こどもの家（学童保育所）の
運営充実を図ります

1.　法人運営事業
①役員会等の開催
社会福祉法人としての適切な運営を図るため、
次の会務を開催します。
・正副会長会の開催
・理事会の開催
・評議員会の開催
・監事会の開催
・理事・監事・評議員の研修会の開催
・評議員選任・解任委員会の開催
②組織運営の充実強化
・社会福祉法人制度改革への対応
・市役所への職員研修派遣
・職員研修の充実
・個人情報保護への対応
・苦情解決体制の充実
・マイナンバー制度の適正な運用

2.　広報・啓発事業
①広報誌「社協やす」の発行
②ホームページの運営
③社会福祉大会の開催
④広報等音訳事業

3.　地域福祉事業
①生活支援体制整備事業
　（生活支援コーディネーターの配置）【新規】
②地域福祉活動の推進支援
③子ども会育成事業
④ボランティア活動の推進
・ボランティア情報の収集・発信
・ボランティアの育成・支援

・学校と連携した福祉教育活動の推進と
　福祉活動推進校の支援
⑤車いす貸出事業
⑥社会福祉関係団体との協働活動の推進
⑦善意銀行の運営
⑧命のバトン配布事業
⑨遺族援護事業

４.　相談支援事業
①総合相談事業の実施
②障がい者相談支援事業
③生活困窮者支援事業
④地域福祉権利擁護事業の実施
⑤福祉資金・生活福祉資金貸付事業
⑥「滋賀の縁えにし創造実践センター」への活動協力

5.　学童保育所の運営
6.　ファミリー・サポート・センター事業
7.　在宅介護支援事業
①介護保険事業
・居宅介護支援事業

8.　共同募金配分による事業の実施
・高齢者福祉事業
・障がい福祉事業
・児童福祉事業
・住民福祉全般の事業
・歳末たすけあい事業

9.　その他地域福祉を推進する活動
・共同募金運動の推進
　（野洲市共同募金委員会の運営）
・赤十字事業の推進

一般会計予算　総額  ４８９，２２２，０００円
■ 収入の部 ■ 支出の部

補助金収入
94,901千円
19.4％

受託金収入
344,028千円
70.3％

会費収入
12,066千円
2.5％ 寄付金収入

1,000千円
0.2％

貸付事業収入
900千円
0.2％

共同募金配分金収入
6,908千円
1.4％

繰越金他
4,731千円
1.0％

人件費支出
415,143千円
84.9％

事業費支出
30,277千円
6.2％

事務費支出
35,105千円
7.2％

貸付事業支出
900千円
0.2％

助成金支出
7,797千円
1.6％

平成２9年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２9年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２9年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画平成２9年度  野洲市社会福祉協議会  事業計画

介護保険事業収入
17,040千円
3.5％

障害福祉サービス等
事業収入
7,648千円
1.6％

実
施
事
業
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それぞれの力を出し合い楽しい一日を過ごしましょう

　日　時  　平成29年６月24日(土)  10：30～15：30
　場　所  　なかよし交流館（野洲市冨波甲1339-24）
　　　　　  TEL：077-587-6511
　対　象  　市内在住、在勤者ならどなたでも
　参加費  　500円

　障がいのある人やその家族が身近に相談できる場所として、野洲市社会福祉協議会内に『野洲市社協
障がい者相談支援センター』を平成27年1月より開設しています。 
　生活上の相談や障がい者福祉サービス全般の相談について専門の相談員が対応させていただきます。
相談は無料です。お気軽にご利用ください。

障がいのある人が事業を通して、多くの人と交流し、人と人との
ふれあいを深め、共に助け合って生きる地域社会づくりを目的に毎
年実施しています。

～ バーベキュー大会 ～

日　時 平成29年7月28日（金）11：00～
場　所

参加費 1,000円（一般・中学生以上）  500円（小学生） ＊小学生未満は無料です。
問い合わせ 野洲市社会福祉協議会  TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

福福福祉祉祉交交交流流流事事事業業業開開開催催催のののおおお知知知らららせせせ福祉交流事業開催のお知らせ

第13回 野洲市障がい者スポーツ大会  ～ やすリンピック ～

野洲市社協障がい者相談支援センターって？野洲市社協障がい者相談支援センターって？野洲市社協障がい者相談支援センターって？

・来所された方や電話相談に対して、また訪問等により専門の職員が対応します。
・個人の状況に合わせた支援をご本人、ご家族と一緒に考えます。  
・各種福祉サービスの紹介などもします。     
・必要に応じて教育、高齢福祉関係など他の領域の相談窓口と連絡調整をします。

◆ 障がい者相談支援センターでは
・日常生活上の悩み、福祉サービスの利用、家族の不安や悩みなどです。

◆ どのようなことを相談できますか？
・障がいのあるご本人、ご家族、関係者などが利用できます。

◆ 相談を利用できる人は？

ビワコマイアミランド（野洲市吉川3326番地1）

みなさん是非ご利用してくださいね。

問い合わせ  　野洲市社会福祉協議会　 TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

問い合わせ 
野洲市社協障がい者相談支援センター（西河原2400番地）
TEL：077-589-6664　FAX：077-589-5783
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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2月1日～平成29年4月30日)

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分

平成２9年 熊本地震災害義援金

東日本大震災義援金

廣瀬　幸一 様
野洲市中主赤十字奉仕団 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　 1,523,462円

義援金合計額　25,014,282円

ボ ラ ン テ ィ ア を 募 集 し て い ま す！！

車椅子清掃ボランティア募集車椅子清掃ボランティア募集
期日および時間

１～２ヶ月に１回程度（※単発でも可）で、
10：00～11：30 または 14：00～16：00の間で１時間程度

びわこ学園医療福祉センター野洲　電話：077-587-1144　FAX：077-587-4211

内　容 利用者が使用している車椅子やテーブルの拭き掃除等
その他 清掃に必要な物品等は用意いたします。動きやすい服装でお越しください。

場　所 びわこ学園医療福祉センター野洲

申込み・連絡先

草刈りボランティア募集草刈りボランティア募集
期日および時間 １～２ヶ月に１回程度（※単発でも可）で、平日9：00～17：00の間で数時間程度

びわこ学園医療福祉センター野洲　電話：077-587-1144　FAX：077-587-4211

内　容 施設敷地内の草刈り
その他 帽子等の暑さ対策をお願いいたします。

雨天時の内容は要相談。鎌・軍手・草刈り機（３台程度）は用意できます。

場　所 びわこ学園医療福祉センター野洲

申込み・連絡先

心身に障がいのある子どもたちが規則正しい生活で有意義な夏休みを過ごせるよう、
絵画、工作などの創作的活動、レクリエーションなどをして楽しく過ごします。

子どもたちと一緒に活動に参加したり、遊んだりする
ボランティアを随時、募集しています。

参加者募集 ！

障がい児サマースクール参加者・ボランティア募集

７月24日（月）～８月24日（木）
午前９時30分～午後４時
（土曜・日曜日、祝日および８月14日（月）～16日（水）は休み）

びわこ学園医療福祉センター野洲 ほか
※会場までは原則各自でお越しください。

小・中学校特別支援学級生および特別支援学校生
500円／日
６月５日（月）～27日（火）までに申し込みください。

６月16日（金）　午後２時～
びわこ学園医療福祉センター野洲
地域交流棟会議室（野洲市北桜978番地２）

日　時

日　時
場　所

場　所

対　象

参加料
申込み

びわこ学園医療福祉センター野洲　電話：077-587-1144　FAX：077-587-4211問い合わせ

【新規利用者への事前説明会】

ボ ラ ン テ ィ ア 募 集 ！

サマースクール開催期間の午前９時～午後５時
中学生以上 ※中学生の場合は事前研修への参加が原則です。
1,000円／日
※昼食支給あり（同施設内の食堂で利用できるチケット配布）

１日のみの参加も可。
JR野洲駅から会場までの送迎あり。

７月８日（土）　午前10時～
びわこ学園医療福祉センター野洲
地域交流棟会議室（野洲市北桜978番地２）

日　時
対　象
謝　礼

その他

日　時
場　所

【ボランティア事前研修】

順不同

ファミサポ交流会のご案内ファミサポ交流会のご案内
～ ヨガで身も心もスッキリ！リフレッシュしましょう！ ～

平成29年７月11日（火）10：00～11：30
会　場 コミュニティセンターきたの２Ｆ 和室

（野洲市市三宅313）
（おねがい会員）講　師 松本　典子さん

参加費 無  料

申込み

問い合わせ

先着15名まで

持ち物 ヨガマット、タオル、飲み物
動きやすい服装でご参加ください。

★託児の必要な方はお申し出ください

電話：077-589-5960  FAX：077-589-5783
野洲市社会福祉協議会

どなたでもご参加
いただけます。
お誘い合わせて！




