
市内各学童保育所の様子

学童指導員募集の記事は３ページをご覧ください。

篠原学童保育所

毎年地域の収穫祭に出品するクッキー作りに取り
組んでいます。今年も大人気でした！

中主学童保育所

真夏の暑い時、地域の方々にご協力いただき防災マップを
制作。お陰様で全国コンクールで賞状をいただきました。

北野学童保育所

けん玉しながらのダンスに取り組んでいます。１年生も毎日のように楽しみながら練習。
発表会では素敵なダンスを披露してくれました。

野洲学童保育所

10月恒例行事
自分たちで手作りした衣装を身に着けてハロウィンラリーに出発！

祇王学童保育所

子どもたちが普段から慣れ親しんでいる
工作やカロムを親子で楽しみました。

三上学童保育所

守山警察署の方にパトカーを見せていただきました。
乗車して中の様子も見学。車の死角も学習し子ども
達は初めての体験に大喜び！

Trick or Treat

野洲市社会福祉協議会

平成28年（2016年） 3月号
野洲市社会福祉協議会

平成28年（2016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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平成28年１月30日「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。

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12名・３団体の皆さまが表彰されました。

平成27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。　

演題『相手の心を癒す傾聴のポイント』と題して、NPO法人ホール
ファミリーケア協会 理事長 鈴木絹英（すずききぬえ）さんをお招きし、
傾聴の心構えやポイントをお話しいただきました。
「聞く」と「聴く」の違いは、「聞く」（hear）はただ漠然と漫然と聞いて
いる、「聴く」(listen)は一生懸命、注意深く耳を傾けて聞くことである。
そして、傾聴のポイントは相手が主人公であることを忘れず、自分の意
見は言わない（話の腰を折らない）。「自分の気持ち」ではなく、「相手の
気持ち」に共感することが大切である。などわかりやすくお話しいただ
きました。
長時間の開催にもかかわらず大勢の参加者の拍手の中、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）

杉田小夜子 様　　　黒川　三男 様

鈴木　章子 様　　　奥谷　幸子 様

吉田　光彦 様　　　東郷　恵子 様

河副　健一 様　　　苗村　明夫 様

中野　清和 様　　　浅野　賢治 様

苗村　暢子 様　　　田中　光子 様

井口ふたば会 様　　ひまわり会 様

小堤老人クラブ 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

京セラサーキットソリューションズ株式会社 従業員一同 様

野洲市立野洲小学校 様　　　野洲市立北野小学校 様

野洲市立三上小学校 様　　　野洲市立祇王小学校 様

野洲市立篠原小学校 様　　　野洲市立中主小学校 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

講　演

式　典

講　演
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平成28年度の受付が始まりました。
「もしも…」の時に備え

　国内における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を補償す
る保険です。

・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

　社会福祉協議会の構成員や会員である団体・
グループ及び社会福祉協議会主催の福祉活動やボラ
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補償をする保険です。

【補償期間】 【加入について】

Ａプラン：300円
Ｂプラン：450円

天災Ａプラン：430円
天災Ｂプラン：650円

【掛金】【掛金】 Ａプラン：一人あたり28円～
最低保険料560円～

Ｂプラン（宿泊を伴う行事）
：一人あたり239円～

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申し込み・問い合わせ

加入日の翌日から、翌年３月31日まで 振込等の手続きが必要となりますので、
行事開催日の１週間前までに申し込みください。

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　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（土・日・祝日、年末年
始を除く）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）
本会の規定により通勤手当、有給
休暇、雇用保険への加入あり

学童保育所　アルバイト
　平成28年4月から平成29年3月までの間で、
春・夏・冬休み等の長期休暇期間中や行事のとき
に学童保育所で子ども達（小1～6）と一緒に活動
していただける方（登録）を募集します。

資　　格　18歳以上の学生または次のいずれか
の資格を有する方
（幼稚園・小・中・高等学校教員免許、
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）

勤務時間　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800円
（有資格者は850円）

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27年度 活動状況（H27.４.１～H28.１.31）

おねがい会員　　　257名
まかせて会員　　　 98名
どっちも会員　　　 48名
　　　　合計　　　403名

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

451回
270回
258回
174回
253回

計 1,406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。

【
会
員
数
】

【
活
動
内
容
】
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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、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27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
3,690,890円
14,651円
41,574円
65,740円
431,893円
1,100円
39,937円

4,285,785円

歳末たすけあい募金
2,917,223円

4,262円
135,000円

0円
1,189,845円

0円
0円

4,246,330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（※職域・法人） ◎歳末たすけあい募金

近江OFT㈱

オリベスト㈱

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

京セラディスプレイ㈱本社・野洲工場社員一同

京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同

㈱京滋建設

篠原学区民生委員児童委員協議会

すし・創作料理おこぜ

住友産業

大和建装㈱

中国塗料㈱滋賀工場

中主学区民生委員児童委員協議会

㈱辻工務店

津田木材㈱

出合いの家

㈲ナサ技研

日本発条㈱

三上学区民生委員児童委員協議会

野洲化学工業㈱

野洲学区民生委員児童委員協議会

野洲市シルバー人材センター

野洲市中主赤十字奉仕団

（順不同・敬称略）

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

野洲市立中主中学校

野洲市立三上小学校

野洲市立野洲小学校

野洲地区更生保護女性会

野洲優愛保育園モンチ

ヨシノホーム㈱

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

きたの保育園

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

京セラ労働組合

京セラ㈱

京セラ㈱滋賀野洲工場社員一同

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

ふれあいワーカーズ

またあしたみそら

三上仏教会一心会

野洲一心会

野洲市中主赤十字奉仕団

野洲市野洲赤十字奉仕団

野洲地区更生保護女性会

野洲市社会福祉協議会

アキレス㈱
金光教篠原教会
三上仏教会一心会
野洲一心会

【物品】
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平成27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　　4,019,056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202,556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。

25施設　計625,000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。

190世帯 341名  計2,411,500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。

４世帯　計120,000円

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27年度社資（平成28年2月10日現在）

社　　費 1,692,500円
2,764,266円
91,000円

4,547,766円

寄 附 金
法　　人
合　　計

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等のお宅を友愛
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

赤十字県民大学赤十字県民大学
受講生募集受講生募集受講生募集

人間のいのちと健康を守ること。それは
日本赤十字社の使命です。
皆さまの健やかな明日のために今年も

赤十字県民大学を開催します。

※詳細のパンフレットを社会福祉協議会（西河原2400）に
　置いています。

対　象　 １８歳以上
定　員　 約２００名
期　間　 平成２８年４月～平成２９年３月
　　　　 （年１２回）
場　所　 ピアザ淡海県民交流センター
　　　　 ３階 大会議室
受講料　 無 料

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
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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

賛助会費にご協力いただいた企業・事業所・篤志家 様

㈱あいむ 様
大阪ガスLPG㈱ 様

㈱ケイロジ 様
㈱村田製作所 様

　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。
　皆さま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。

（平成27年12月1日～平成28年2月15日） 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。

（平成27年12月12日～平成28年2月10日）
《金員の部》

《物品の部》

温かい思いやりを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

割田　倫子 様
匿名
西河原自治会 様
大畑女子有志 様
匿名
小南エコライフ委員会 様
㈱大生産業 様
匿名
㈱橋詰電気工業所 滋賀支店 様

２０，０００円
１０，０１４円
３４，１００円
１０，０００円
１，０００円
７，９５０円

２６３，４５６円
３９，２４８円
１００，０００円

《払　出》
生活困窮者支援 ３３，１０２円

食料品購入（カップ麺・味噌汁・ふりかけなど）

匿名

大畑サロン 様
小南エコライフ委員会 様

車椅子・シャワーチェアー・オムツ・パッド
（社会福祉法人びわこ学園　びわこ学園医療福祉センター野洲へ）

タオル
物品一式

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。

３月16日 ㈬

４月20日 ㈬

５月18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！

（五十音順）

賛助会費ご協力のお願い

公益財団法人 日本財団から

福祉車両助成を受けました福祉車両助成を受けました福祉車両助成を受けました

ホンダ ステップワゴンの
ご寄贈をいただきました。

特定非営利活動法人 陽だまり共同作業所 陽だまり

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。

平成27年度


