
学童保育所指導員募集については➡P６へ

篠原学童保育所

冬休みに〝大津絵体験〟をしました。シニアボランティア『百足会』の皆さんのご指導
で、新年の干支・酉を描きました。それぞれ、個性の光る色紙が出来上がりました。

中主学童保育所

１２/２７に4所合同の避難訓練（火災）を行いました。消防署の方からのシ
ナリオレスの訓練は、子どもたちの安全を守る責任を改めて痛感しました。
ファイヤーレディースさんの「家に一人でいる時火事になったら？」という
寸劇やクイズに子どもたちは熱心に聞き入っていました。

北野学童保育所

みんなでコマ回しに挑戦しました。「見て見て、僕のコマ、良く回っ
てるよ！」長く回るのはどのコマかな。

野洲学童保育所

野洲青年会議所様からの依頼により、みんなでこいのぼりを作りました。

祇王学童保育所

野洲青年会議所様から
の依頼で「こいのぼり製
作」をしました。
素敵な作品が出来て良
かったです！！

三上学童保育所

保護者会活動・桃狩り  「あっ、この桃おいしそう。」
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野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 3月号
野洲市社会福祉協議会

平成29年（2017年） 3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

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 !!

『日本一幸せな従業員をつくる』
～ ホテルアソシア名古屋ターミナルの挑戦 ～

字幕付き　
赤字続きのホテルの再建策は、顧客満足主義ではなく、

従業員が幸せになることが先。

開催日程

会　　場

入 場 料

主　　催

後　　援

問い合わせ

３月25日（土）13：30～
コミュニティセンターなかさと（野洲市西河原）
無料（事前申し込み不要）
「日本一幸せな従業員をつくる」映画会実行委員会
野洲市 野洲市教育委員会 野洲市社会福祉協議会
実行委員会事務局（第二出合いの家内）
TEL 077－596－3820　FAX 077－596－3821

ドキュメンタリー映画会 開催のお知らせ

（平成28年10月12日～平成29年2月10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

大畑女子有志 様
かざぐるま 様
西河原自治会バザー売上金
井口自治会 様
大畑女子有志 様
野洲組仏教婦人会連盟 様
匿名
妓王まちづくり推進協議会 様
匿名
匿名
小南エコライフ委員会 様
匿名
大畑女子有志 様
株式会社橋詰電気工業所滋賀支店 様

３０，０００円
３，０００円
１０，５４７円

出品野菜チャリティ募金
３０，０００円
５０，０００円
１０，０００円
３０，０００円
５，０００円
１０，３６３円
６，４８０円
１７円

１０，０００円
１００，０００円

匿名
大畑サロン 様
中道農園 様
匿名
金光教篠原教会 様
匿名
大阪ガス株式会社
四ツ家八幡神社 様
しみんふくし保育の家竹ケ丘 様
匿名

◎日本介助犬協会への募金

米５０ｋｇ
雑巾

玄米１５０ｋｇ
玄米3０ｋｇ
米６０ｋｇ
玄米４０ｋｇ

折り紙（大・小）各６０セット
鏡餅

粉ミルク２缶
米３０ｋｇ

１，３４３円

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。

３月15日 ㈬

４月19日 ㈬

５月17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

３月７日 ㈫
４月４日 ㈫
５月２日 ㈫
６月６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
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１月28日（土）コミュニティセンターきたの で野洲市社会福祉大会を開催しました。

式典では、多年にわたり福祉活動の推進にご尽力された方々に対し、野洲市社会福祉協議会会長

から表彰状が贈呈されました。多くの方にご参加いただきありがとうございました。

平成28年度  野洲市社会福祉大会

社会福祉功労者20名、社会福祉功労団体５団体の皆さまが表彰されました。

式典の後のシンポジウムでは、コミュニティ･エンパワメン
ト･オフィスFEEL Do代表の桒原英文さんの進行のもと、市
内で活動されているNPO法人篠原シニアネットの甘庶裕之
さんと冨波松陽台自主防災隊の多賀良巳さんに登壇していた
だき、日頃の活動を紹介していただきながら、日常生活にも活
用できそうな、地域での支え合い、安心して暮らせるまちづく
りを実現するためのポイントをわかりやすくお話しいただき
ました。

福祉功労者表彰 福祉功労団体表彰

入江　幸一 様　　　　福山　勝是 様
苗村　正美 様　　　　山本あや子 様
岩井　孝子 様　　　　明保能弘章 様
布施　隆平 様　　　　篠田惠美子 様
西田　俊枝 様　　　　北中　依子 様
鈴木ますみ 様　　　　藤枝　裕子 様
川波　慶一 様　　　　武田　秀雄 様
奥居　　叡 様　　　　吉川　秀子 様
植田　恵子 様　　　　片岸　久子 様
泉　　歌子 様　　　　葛本　　愛 様

比留田ボランティアきずなの会 様

ＮＰＯ法人 篠原シニアネット 様

冬香色 様

わかば会 様

乙窪老人クラブ憩ノ会 様

（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

シンポジウムシンポジウム 『深めよう地域の絆  高めよう地域の防災・福祉力』
テーマ
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㈱あいむ

アルファー薬局

㈲岩本自動車工業所

大阪ガスＬＰＧ㈱  滋賀支店

奥野印刷㈱

㈱奥村興業

㈱オグラエンジニアリング

角一化成㈱滋賀事業所

桂歯科医院

㈱関西アーバン銀行  中主支店

㈲紀元辻アルミ

希望が丘技研㈱

クオリテックファーマ㈱

㈱黒田商会

㈱ケイロジ

ごちそう酒房　善

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行  野洲支店

滋賀小林精工㈱

滋賀ダイハツ販売㈱

一般財団法人  滋賀保健研究センター

㈱シナジー

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス

㈱大生産業

大丸エナウィン  ㈱湖南支店

中国塗料㈱  滋賀工場

㈱長府製作所  滋賀工場

(社福) 出合いの家

㈱テクノ高布

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所・篤志家　様

（平成28年10月1日～平成29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。

東海電工㈱

東洋産業㈱

㈱トヨタレンタリース滋賀

㈱長谷川

㈱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

㈱ヒラカワ  滋賀事業所

びわこ観光バス㈱

扶二工業㈱

フラワーかわさき

㈱村田製作所  野洲事業所

㈱野洲サルベージ

㈱野洲製作所

(社福)悠紀会

㈲吉川ばじろ商店

㈱吉野組
（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

賛助会費ご協力のお願い賛助会費ご協力のお願い

平成28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。
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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

からの社資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28年度社資（平成29年1月31日現在）

社　　費 1,844,700円
2,492,246円
91,000円

4,427,946円

寄 付 金
法　　人

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28年10月16日～平成29年1月31日)

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 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。

（1月31日 現在）義援金合計額　 １，３92，165円

（1月31日 現在）義援金合計額　２４，９３8，67８円

平成28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　　3,881,143円・通信運搬費　9,102円 ・消耗品費　6,872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。

84世帯　計203,669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。

21施設　計525,000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。

189世帯 331名  計2,386,500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

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。

３世帯　計90,000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。

930部　計560,000円
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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28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
個人募金
その他募金
合 　 計

赤い羽根共同募金
3,313,416円
11,874円
10,000円
61,180円
432,432円
10,500円
5,010円
21,661円

3,866,073円

歳末たすけあい募金
2,739,142円
29,875円
133,804円

0円
1,318,347円

0円
0円

16,364円
4,237,532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㈱

京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同

京セラディスプレイ㈱  本社・野洲工場社員一同

京セラメディカル㈱  滋賀工場野洲ブロック

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㈱

三上学区民生委員児童委員協議会

野洲化学工業㈱  三上工場

野洲市シルバー人材センター

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

野洲市立中主小学校

野洲市立三上小学校

（順不同・敬称略）

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

㈱あいむ

アキレスボランティア委員会

京セラ㈱

京セラ労働組合

京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同

京セラディスプレイ㈱

京セラディスプレイ㈱
本社・野洲工場社員一同

京セラメディカル(株)
滋賀工場野洲ブロック社員一同

金光教篠原教会

滋賀中央信用金庫

篠原仏教会

出合いの家

野風草

陽だまり

三上仏教会一心会

野洲学区仏教会（一心会）

野洲市野洲赤十字奉仕団

野洲地区更生保護女性会

アキレス㈱
三上仏教会一心会
野洲一心会

【物品】
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作品紹介 市民の方から素敵な作品が寄せられました。

村上　真由さん

野洲市ファミリー・サポート・センター野洲市ファミリー・サポート・センター野洲市ファミリー・サポート・センター野洲市ファミリー・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。

野洲市ファミリー・サポート・センターとは平成28年度 活動状況（H28.４.１～H29.１.31）

おねがい会員　　　262名
まかせて会員　　　 97名
どっちも会員　　　 49名
　　　　合計　　　408名

① 学童保育所のお迎え及び帰宅後の預かり
② 学童の送迎
③ 保育所・幼稚園のお迎え及び帰宅後の預かり
④ 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送迎
⑤ その他

800回
309回
293回
250回
313回

計 1,965回

まかせて会員としてサポート活動していただける方を募集しています。まかせて会員としてサポート活動していただける方を募集しています。まかせて会員としてサポート活動していただける方を募集しています。
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。
今までサポートをお願いされていた会員さんも可能な時間、内容で今度はまかせて会員活動をしませんか。

訪問介護事業所閉鎖のお知らせ訪問介護事業所閉鎖のお知らせ訪問介護事業所閉鎖のお知らせ

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会が運営して参りました、訪問介護
事業所ならびに居宅介護事業所（障がい福祉サービス）を諸般の事情に
より、平成29年３月末日をもって閉鎖いたします。
また、業務終了にあたりましては、ご利用者様をはじめ、関係者の皆様
にご理解とご協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。

【会員数】 【活動内容】

永年にわたり、ご厚情を賜り誠にありがとうございました。

６

平成29年度の受付が始まりました。

平成29年度から掛金の額が変わります平成29年度から掛金の額が変わります

「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
発足した保険制度。

・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保険制度。

振込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

問い合わせ

野洲市社会福祉協議会
電話：077-589-4683　FAX：077-589-5783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

職 員 募 集職 員 募 集職 員 募 集
学童保育所　指導員（臨時職員）
業務内容　特別な支援が必要な児童への保育業

務等付随する業務全般
募集人員　若干名
勤務時間　午後２時30分から午後６時30分まで

の内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 等　有資格者　時給900円(幼稚園・小・
中・高等学校教員免許、保育士、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)
但し、資格をお持ちでない方は850
円（年１回昇給あり）

雇用期間　平成29年４月１日から平成30年３月
31日まで(更新の可能性有)

学童保育所　指導員（アルバイト）
業務内容　学童保育所(放課後児童クラブ)での

保育業務等
募集対象者　満18歳以上の方
　　　　  （平成29年4月1日現在）
勤務時間　午前８時30分から午後６時30分まで

（※曜日･勤務時間応相談）
賃 金 等　時給850円（資格をお持ちでない方

は800円）
※小学校が、春・夏・冬休み期間中だけの勤務可

申込受付　月曜日～金曜日(祝日を除く)午前８時３０分から午後５時１５分まで。まずは、お電話ください。

就業場所　野洲市内の学童保育所（採用後、
就業場所を決定）

勤 務 日　月曜日～金曜日（祝日、年末年始
を除く）の週５日

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 239円 3泊4日 298円
2泊3日 293円 4泊5日 352円


