
地域の中では様々なサロンが行われています。
例えば、高齢者のふれあいサロンの帰りに誰か

の家によってお茶を飲みながらおしゃべり。百歳
体操の後に喫茶店でコーヒータイム。買い物先で
知り合いと出会ってフードコーナーで井戸端会
議。普段なにげなくされていることがとても意味
のある小規模サロンなのです。
サロンとは、地域の身近な場所で気軽につどい、
ふれあい、そして仲間づくりと居場所づくりをする
こと。
ぜひ、みなさんも5年後10年後に向けて、一緒

に行く場所・行く仲間をさがしませんか？
地域で暮らし続けるための一歩として。

9月26日、10月12・13日の3日間『サロン担い手交流会』を実施しました。
今回も、サロンの担い手のみなさんに情報交換をしてもらえる場として地
域のサロンで活用できる作品づくりをしました。
交流会を終えたみなさんから「楽しかった。」「1月に箸袋つくるわ。」「今度

は簡単な体操教えてほしい。」などの感想をいただきました。童心にもどって
作品づくりをされているみなさんの素敵な笑顔。
この交流会も一つのサロンの場として過ごしていただけたのではないでしょうか！

地域の居場所
はサ ロ ン

紙コップけん玉
コロコロカップ

リース
つまみ細工

扇飾り・箸袋

1日目

3日目

2日目

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会

平成28年（2016年） 7月号平成28年（2016年） 11月号

ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏＮｏ.Ｎｏ.Ｎｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏ.ｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏｏＮｏ.70
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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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

街頭募金にご協力
ありがとうございました
街頭募金にご協力

ありがとうございました

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。

10/３アル・プラザ野洲とフレンドマート中主店に
て赤い羽根共同募金の啓発を行いました。
小雨が降っている中でしたが、野洲学童保育所

の子どもたちが元気にティッシュを配って啓発をして
くれました。地域の皆さんとのふれあいもあり、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、ひとり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：11,874円
ご協力ありがとうございました
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平成28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等
助成事業を実施します。

次の①②ともに該当する世帯
①  18歳以下の子どもがいる　　　②  一定の収入がない

＊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

【要保護世帯支援事業】

（両親がなく、祖父母等がが養養育ししているる世帯帯をを含むむむ）ひとり親世帯（両親がなく、祖父母等が養育している世帯を含む）

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

高齢者のみの世帯（ひとり暮らしの高齢齢者者世帯帯を含む）高齢者のみの世帯（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む）

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

疾病等による要介護世帯疾病等による要介護世帯

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

障がい者世帯障がい者世帯

＊被災したことが証明でき、平成28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

東日本大震災で被災し野洲市に避難難ししてききた世世帯東日本大震災で被災し野洲市に避難してきた世帯

野洲市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）

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

申請方法

申請方法 11月21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。

11月21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。

支給額等 両事業ともに支給額等については、歳末たすけあい募金配分検討委員会にて決定します。

【福祉施設等助成事業】
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㈱赤坂組
㈱アブラサダ
㈲アメニティ北村
野村内科医院
伊藤整形外科
えとうクリニック
近江OFT㈱
オリベスト㈱
㈱北中工業
希望が丘クリニック
㈱木村モータース
京彦木材㈱
㈱グリーンちゅうず
湖東開発㈱
JAおうみ冨士農業協同組合
滋賀中央信用金庫　中主支店
滋賀中央信用金庫　野洲支店
　周行会　湖南病院

◎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てさせていただきます。

　翔誠会　おおはし腎透析クリニック
　白井医院
　すぎやま内科
㈱タイヨー生コン
㈱田中石材
田中医院
㈱辻工務店
津田木材㈱
東洋被服㈱
遠田整形外科
㈲ナサ技研
光タクシー㈱
㈲ヒューマンケア
（社福）びわこ学園　医療福祉センター野洲
NPO法人　ふれあいワーカーズ
㈱堀光
松下電動工具㈱
㈱マルセ

　御上会　野洲病院
南医院
森野内科胃腸科
（社福）野洲慈恵会
野洲市湖岸開発㈱
㈱山本管工
　吉川医院
米田建設㈱

（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28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28年9月30日現在）

社　　費 1,843,700円
2,057,483円
91,000円

3,992,183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7月1日～平成28年10月15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

医療法人 社団御上会  野洲病院 様
中主幼稚園PTA 様　　野洲市地区赤十字奉仕団 様
須原自治会 様　　　　七間場自治会 様　　　順不同

※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。

（10月15日 現在）義援金合計額　 １，３７４，６５１円

（10月15日 現在）義援金合計額　２４，９３０，１５８円

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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野野野野洲洲洲洲市市市市障障障障害害害害者者者者関関関関係係係係団団団団体体体体連連連連絡絡絡絡協協協協議議議議会会会会主主主主催催催催野洲市障害者関係団体連絡協議会主催

「震災支援を通してみえてきたもの」「震災支援を通してみえてきたもの」参加
無料

講  師　高城　一哉 さん

TEL 589-4683　FAX 589-5783事務局（野洲市社会福祉協議会内）問い合わせ

開催日時　 平成２８年１２月１７日（土）　１３：３０～１5：３０（受付 １３：００）
会　　場　 コミュニティセンターきたの（市三宅３１３）　研修室
参 加 費　 無 料

講師プロフィール
昭和５８年～　茗荷村設立時より入村し、基盤づくり、発展に中心的な役割を果たす。
平成２３年～　東北支援のために、宮城県東松島市に居住を移す。ファミリーホーム「みんなの家」を
　　　　　　設立し、障がいの有無に関わらず様々な子どもを受け入れ奮闘中。

※事前申し込み不要ですが、手話通訳・要約筆記が必要な方は、12月７日までに下記にご連絡ください。

福祉体験授業を受けました 野洲北中
1年生

聴覚障害者協会　　　　　　　　鈴木さんより
「聞こえない人とのコミュニケーション」についていろんな
方法があることを学んでもらえたと思います。
学習を深め、聞

こえない人の気
持ちに寄り添って
もらえると嬉しい
です。

α工房　　　　　　　　　　　　 奥居さんより
不自由なことを生活しやすくする道具「自助具」を制作す

るグループです。生徒のみなさんも自助具を手に取り興味
深々。この経験を
とおして暮らしや
すさについて考
えてもらうきっか
けになればと思
いました。

車椅子レクダンス　　　　　　　 苗村さんより
車いすの使い方から学んでもらい、車いすに乗っておられ

る方も「車椅子レクダンス」をとおして楽しくダンスが出来る
ことを学んでもらいました。
今後は、まちで

車いすの方がおら
れ困っておられた
らさりげなくサポ
ートしてください。

認知症キャラバンメイト　　　　　青木さんより
中学生の方に認知症の理解について学んでもらいました。

身近な人に困っている人がいたら助けてあげようと思ったと
の感想がうれし
かった。

視覚障がい者理解について　　　 北川さんより
盲導犬の始まり・日本での始まりから、そして日常生活で

のエピソードをとおして視覚障がいについて学んでいただ
けたと思います。
点字ブロック

の上は、物を置
かない・立ち止
まらないでくだ
さい。 

高齢者疑似体験　　　　　  県社協 平さんより
この体験で、高齢者の身体
的機能の衰えや心理的変化
を実感してもらえたと思いま
す。高齢になっても安心して
暮らせるまちづくりをみんな
で考えましょう。

福祉に対する関心が高まってきたなか、１０月２８日㈮に野洲北中学校１年生の福祉体験授業が行われました。
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（平成28年6月11日～平成28年10月11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
匿　名
井口　三千三 様

京セラ労働組合 野洲支部 様
かざぐるま 様
浄土宗滋賀教区寺庭婦人会 様
匿　名

匿　名
匿　名
滋賀日産自動車（株） 様
（株）ケイロジ 様
山本　清一 様

米１５０ｋｇ
米３０ｋｇ　もち米２０ｋｇ

車椅子２台
ラーメン１４０食

玄米６０ｋｇ

6０，０００円
４，２０５円
８，２００円

（誕生日の記念）
３３，６００円
３，０００円
２０，０００円
２０，２８４円

京セラ労働組合 野洲支部 様
３３，６００円

滋賀日産自動車（株） 様
車椅子２台

野洲市社会福祉協議会（西河原2400）

TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783申込み・問い合わせ

学童保育所で指導員の仕事をしませんか！学童保育所で指導員の仕事をしませんか！学童保育所で指導員の仕事をしませんか！
学童保育所　嘱託職員
　学童保育所(放課後児童クラブ)の保育業務な
ど付随する業務全般

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～午後７時30分までの内

８時間勤務
　　　　　但し、春・夏・冬休み等の学校休業期

間中は、午前７時15分から午後７
時30分までの内８時間勤務

給　　与　168,800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～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
間中は、午前8時30分～午後6時30
分までの内8時間勤務

賃　　金　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
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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29年１月28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

コミュニティセンターきたの
大ホール

1）式典 　功労者・団体表彰、感謝状贈呈

2）講演「深めよう 地域の絆
　　　　  高めよう 地域の防災・福祉力」
　　　　　講師：コミュニティ･エンパワメント･オフィス
　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　ＦＥＥＬ Ｄｏ
　　　　　　　  　  代  表　桑原　英文 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28年度

作品紹介 市民の方から素敵な作品が寄せられました。

「天使の昼寝」「天使の昼寝」

子どもの寝顔は天使のように優しい気持ちにさせてくれます。
そんな愛らしく優しい気持ちを表したくて描きました。作者の言葉

𠮷川 早奈恵さん
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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28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

母子・父子家庭ふれあい事業

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。

どなたでもお気軽にご参加ください。

11月16日 ㈬
12月21日 ㈬
１月18日 ㈬
２月15日 ㈬
３月15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！

日　　程 原則　第２、第４金曜日　10：30～11：45
※祝祭日等はありません。 ※実施日が変更になる場合があります。

会　　場 「コミセンなかさと 」または「第二出合いの家」
※実施日、会場は事前にお問い合わせください。

参 加 費 １回 300円

事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
そ の 他 動きやすい服装。飲み物をご用意ください。

問い合わせ先 第二出合いの家 （拾井さん、吉田さん）　077－596－3820 

笑顔でラッキー・笑ってハッピー。笑う門には福来たる、
笑いはお金のかからない健康法。一緒に笑いませんか

「笑いヨガクラブ」「笑いヨガクラブ」「笑いヨガクラブ」「笑いヨガクラブ」

高齢の方や障がいのある方、そのご家族、福祉現場等で支援している方々が抱えておられる悩み、心
配事、不安を何でもご相談いただける『なんでも相談会』を開催いたします。
法律や福祉などについてのご相談を時間無制限でお受けします！

～ どうぞ、お気軽にお越しください ～

高齢者・障がい者なんでも相談会　開催のお知らせ高齢者・障がい者なんでも相談会　開催のお知らせ高齢者・障がい者なんでも相談会　開催のお知らせ高齢者・障がい者なんでも相談会　開催のお知らせ

開催日時 平成28年11月27日（日）13：30～16：30
会　　場 栗東市役所 （栗東市安養寺一丁目13番33号）

問い合わせ先 NPO法人 成年後見センターもだま　草津市野村８-５-19  サニーハイツピア105号
電話：077-598-0246　FAX：077-598-0888

対 象 者 湖南４市（草津市、守山市、栗東市、野洲市）にお住まいの方

（手話通訳が必要な方は事前にご連絡ください）

弁護士、司法書士、
社会福祉士などの専門職が
ご相談をお受けします。

相談無料
予約不要

「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７日（水）までに野洲市社会福祉協議会

TEL  589-4683　FAX  589-5783
申し込み・問い合せ

【日  時】12月25日（日）10：30～15：30
【場  所】コミセンみかみ（三上828）
【対  象】市内在住の親子、先着50人

中
主

参加者募集

当事業所は、障がい福祉サービス事業所（就労継続支援B型・生活介
護）及び日中一時支援事業を行ない、地域の障がい福祉サービスの充実
を考え日々活動しております。一般就労へ向けての訓練の場として、又、
日中活動の充実を図る事を目的に、日々、障がいのある方が多数利用さ
れています。この度、念願であった施設玄関の自動ドアへの改修及び施
設内手すり設置工事をダイトロン福祉財団の補助事業を受け整備する
事ができまた。今後も利用者が安心、安全をもって利用できる施設づく
りをすすめ「利用者満足度NO.1」の施設を目指し、活動していきます。

ダイトロン福祉財団の補助事業を受けました

〒520－2413  滋賀県野洲市吉地1130番地
TEL 077－589－8101 ／ FAX 077－589－8102
e-mail：fureai@joy.email.ne.jp ／ HP：http://www.fureai-yasu.com

障がい福祉サービス事業所


