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真由さん、素敵な言葉をありがとう。

ファミサポまかせて会員年女代表　正木さん 岩井さん、いつも子どもたちのためにありがとう。
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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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「このざ」 お茶 飲サロン「このざ」でおいしいお茶でも飲みませんか！

「このざ（木之座）」とは…
昔むかし、鈴鹿山地から木材を筏で野洲川を下り、野洲
付近で座（材木の市場）を設けた由来からの地名です。
自治会館付近を中心に現在の住宅地はほとんど木之座
に位置します。
こんなところにも会話のきっかけが生まれ、話の輪が
広がっています。

野洲自治会では毎月第 2月曜日の午前中、自治会館がにぎやかな憩いの場になります。
どなたでも参加自由。お茶を飲みながら何気ない会話で楽しい時間を過ごしておられます。
野洲自治会では毎月第 2月曜日の午前中、自治会館がにぎやかな憩いの場になります。
どなたでも参加自由。お茶を飲みながら何気ない会話で楽しい時間を過ごしておられます。

第2回 サロン担い手交流会を開催第2回 サロン担い手交流会を開催第2回 サロン担い手交流会を開催

ボランティア募集 各地域でサロンが開かれています

しみんふくし保育の家竹が丘 地域の人と子どもたちの交流を深めるため、保育園の内外での
活動にかかわっていただけるボランティアの方を募集しています。

問い合わせ
申込先

しみんふくし保育の家 （担当：中島さん）
TEL：586-2431　FAX：586-5835

内  容 お出かけボランティア … 園外保育に出かけるときの付添い
ソーイングボランティア … 園で使う小物や手作りおもちゃ・人形の制作
行 事 ボ ラン ティア … 大きな行事（流しそうめん、クッキング、餅つき、保護者会行事 等）の手伝い
営 繕 ボ ラン ティア … 園内の修理

場  所 「保育の家」園舎内　あるいは園外保育

日  時 平成28年4月以降の園の行事表による。時間帯はほぼ午前中

対象者 年齢を問わず、子どもが好きな人

打合せ その都度、事前に連絡します。

ミニ風船に和紙をペタペタ貼り付けて
「ランプシェード」作り。

各地域のふれあいサロンで取り組んでいただけるよう「簡単にできる作品作り」を
工作ボランティアの方から教えてもらい、皆で挑戦。

レクリエーションインストラクターの先生が室内でも
楽しめるゲームを紹介。参加者全員大盛り上がり。
知らない方もいつのまにかお友だちに。

次年度もサロンの担い手同士がつながり、情報交換
等ができる場を計画中です！！

作品partⅡでは毛糸でぐるぐる「ボンボンアニマル」それぞれ
個性的に仕上がりました。これは動物？それとも…？？

野洲市障がい児スプリングスクール 障がいを持つ子どもさんと一緒に遊び、
楽しくすごしていただける方を募集しています。

日  時

問い合わせ
申込先

びわこ学園医療福祉センター野洲 （担当：水流さん）
TEL：587-1144　FAX：587-4211　e-mail：t_tsuru@biwakogakuen.or.jp

平成28年３月25日（金）～４月8日（金）　　土日、4/1を除く10日間　
９：００～１７：００

場  所 びわこ学園医療福祉センター野洲（北桜978-2）

その他 ・野洲駅からの送迎あり（要申込）
・昼食は学園内食堂のチケットを支給

ふれあいワーカーズ
障害福祉サービス事業所

ふれあいワーカーズが実施する事業や行事等を円滑に進めていくため、
年間を通じて積極的に協力をしていただけるボランティアを募集しています。

内  容

問い合わせ
申込先

ふれあいワーカーズ （担当：辻川さん）
TEL：589-8101　FAX：589-8102　e-mail：fureai@joy.email.ne.jp

作業補助（箱折りやねじの袋入れ等の簡単な作業補助）
製造補助（いちご大福やクッキーづくり 等）
イベント補助（設営、販売 等）不定期
　※直接連絡いただけると詳細をお伝えできます。

日  時 作業補助：基本  月～金　　イベント補助 等：土、日、祝
　　　　  （10：00～15：00）の内で希望に応じます。
製造補助：基本  火、木、金

場  所 ふれあいワーカーズ（吉地1130-1）の施設内やイベント会場 等
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㈱赤坂組

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

アルファー薬局

㈲岩本自動車工業所

㈱ウメムラ

近江ＯＦＴ㈱

近江キルト㈱

おうみ冨士農業協同組合  野洲地区センター

㈲御菓子司 梅元老舗

奥野印刷㈱

㈱奥村興業

㈱奥村総合管理グループ

㈱オグラエンジニアリング

オリベスト㈱

㈱関西アーバン銀行  中主支店

㈲紀元辻アルミ

㈱北中工業

希望が丘技研㈱

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

湖東開発㈱

㈲澤本電工

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行  野洲支店

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27年11月30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てさせ
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

㈶滋賀保健研究センター

㈱シナジー

特定医療法人 社団御上会 野洲病院

　周行会　湖南病院

㈱すぎた

㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス

㈱大生産業

大丸エナウィン㈱  湖南支店

㈱タイヨー生コン

大和建装㈱

㈲たちいり

㈱田中石材

中国塗料㈱  滋賀工場

㈱長府製作所  滋賀工場

㈱辻工務店

津田木材㈱

社会福祉法人  出合いの家

㈱テクノ高布

東海電工㈱

東洋産業㈱

東洋被服㈱

㈱トヨタレンタリース滋賀

㈲ナサ技研

日本発条㈱

㈱長谷川

㈱花のオカダ

㈲ハラダ設備

㈱ヒガシトゥエンティワン京滋ロジネットセンター

光タクシー㈱

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ

社会福祉法人 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

㈱保険トラスト

㈱堀光

松下電動工具㈱

㈱マルセ

㈱野洲サルベージ

社会福祉法人  野洲慈恵会

㈱野洲製作所

㈱山本管工

社会福祉法人　悠紀会　

㈲吉川ばじろ商店

㈱吉野組

米田建設㈱

和光興産㈱ （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27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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平成27年度　野洲市社会福祉大会平成27年度　野洲市社会福祉大会平成27年度　野洲市社会福祉大会  平成27年度　野洲市社会福祉大会
日  時

場  所

内  容

平成28年１月30日（土）
午後１時30分～午後４時30分まで
　　　（受付は午後１時から）

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「相手の心を癒す傾聴のポイント」
　　　 　　講師：NPO法人 ホールファミリーケア協会

　　　　　　　　　　　 理事長　鈴木　絹英 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。

日常的金銭管理サービス 書類等預かりサービス福祉サービスの利用援助
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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1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

おしらせ版

（平成27年10月13日～平成27年12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

福元　昭子 様
近江富士第５区福祉健康委員会 様
匿　名
妓王まちづくり推進協議会 様
匿　名
コミセンみかみ楽しい園芸教室 様
井口自治会＆農業組合 様
大畑女子有志 様
野洲組仏婦連盟 様
平成元年中主民生委員児童委員女性部有志 様

５，０００円
１３，７００円
１，０００円
３０，０００円
１３，４９７円
２，２７５円
５，５５０円
４０，０００円
５０，０００円
１８，０００円

匿　名
匿　名
匿　名
匿　名
匿　名
匿　名
南井　栄彦 様
匿　名
大阪ガス（株） 滋賀地区支配人  船谷昭夫 様

米 ９０ｋｇ
ベビー服３枚　肌布団２枚　敷き毛布１枚

玄米 ３０ｋｇ
玄米 ３０ｋｇ　白米 ３０ｋｇ

玄米 ５０ｋｇ
もち米 １５ｋｇ

もち米３０ｋｇ（母子福祉のぞみ会へ）
米 ６０ｋｇ

折り紙（大・小）各６０セット

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。

２月 2日 ㈫

２月17日 ㈬

３月 1日 ㈫

３月16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、
ともに語り合いませんか？

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？

平成27年

台風18号大雨災害義援金お礼

職 員 募 集

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。

兵主学区青少年育成会議 様

学童保育所指導員を募集しています。

ひとり親家庭を対象としたふれあい事業を行います。
親子でスポーツをして、楽しく過ごしませんか！

日　時 2月21日（日）

10：00～12：00 （9：30～受付）

場　所 ACT守山エースレーン（３番館）

参加費

申込・問い合わせ

一家族　500円

野洲市社会福祉協議会2月12日㈮までに

母子・父子家庭ふれあい事業母子・父子家庭ふれあい事業

TEL：589-4683
FAX：589-5783詳しくはホームページ 野洲市社会福祉協議会


