平成27年（2015年）3月号
野洲市社会福祉協議会

〜「小学生のぼうさい探検隊」
マップコンクールで

審査員特別賞を受賞！〜
北野学童保育所
主催：一般社団法人 日本損害保険協会

〜 北野学童保育所の取り組み 〜
昨年の夏休みから地域内の危険な場所や防災
施設を見て歩くなどして、６年生が取り組んでい
た「ぼうさい探検隊」の「北野っ子ぼうさいマッ
プ」が審査員特別賞を受賞！
全国から2,267点の応募がありそのうち17点
が入賞しました。
２月９日（月） 日本損害保険協会の方や消防署
の方が来られ、表彰式が行われました。
マップは写真を使ったり仕掛けを施すなどの
工夫をし高評を得ました。
これを機に子どもたちの防災意識が高まれば
と思います。

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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平成26年度 野洲市社会福祉大会を開催しました
平成27年１月31日㈯
於：コミュニティセンターきたの
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表彰が行われました。
式典後の講演では、住民流福祉総合研究者所
所長、木原孝久さんより支えあいマップを活用

木原 孝久さんによる『ご近所パワーで助け合い起こし』

した地域福祉計画作りや支えあいのまちづくり
についてお話いただき、ご近所で 気になる人を

…… サロン参加者

放っておかない

…… 気がかりな人

助けられ上手になろう など
×
★

地域での助け合いについて考えるきっかけをい
ただきました。

…… サロン不参加者
……世話焼き
（サロンスタッフ）

木村

吉彦 様

和代 様

者

平成27年度のボランティア保険の受付が始まりました。

ボランティア活動保険

ボランティア行事用保険

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。
【掛金】

社会福祉協議会の構成員や会員である団体・グ
ループ及び社協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
に対する備えとした補償制度。

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】 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〜

【補償期間】

【加入について】

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。

・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。

お問合せ

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
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表 彰

初宿

節子 様

福祉功労者・団体表彰

中川

久一 様

三ッ石富美子 様

田中

精子 様

井狩二三江 様

吉川

小南ふれあいサロン 様

比江ふれあいサロン 様

感謝状︵伝達︶

野洲老人クラブ 様

滋賀県共同募金会

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

従業員一同 様

京セラサーキットソリューションズ株式会社

オーミハイテク株式会社 様

クオリテックファーマ株式会社 様

有限会社 大垣製作所 様

日本発条株式会社 野洲工場 様

野洲化学工業株式会社 様

有限会社 ハラダ設備 様

株式会社 シナジー 様
︵順不同︶

ボランティア保険

FAX：077‑589‑5783

母子・父子家庭ふれあい事業を開催しました。
母子・父子家庭ふれあい事業では、ひとり親家庭

〜バルーンアートの作品〜

の親と子を対象としたレクリエーションや交流・情
報交換の場をつくり、当事者活動の支援を行ってい
ます。
今年度は、親子ふれあいバス旅行（キッズプラザ
大阪）、クリスマスのつどい、親子スポーツ大会
（ボウリング）を開催しました。
昨年12月のクリスマスのつどいでは、ボランティ
アの方によるバルーンアートや紙芝居、初めてもら
う似顔絵のプレゼントには、子ども達も大喜び。
とても楽しい一日となりました。

〜似顔絵のプレゼント〜

野洲市ファミリー・サポート・センター
平成26年度活動状況（H26.４.１〜H27.１.31）
237名

まかせて会員

91名

どっちも会員

50名

合計

378名

【活動内容】
① 学童保育所のお迎え及び帰宅後の預かり

手作りおもちゃ作り
活動報告

213回

③ 保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送迎

177回

計 866回

なおもちゃやグッズを製作されています。写真は出来
上がったばかりのランチョンマット。ファミサポの会員
交流会のランチやおやつタイムに使わせてもらう予定で
す。今は『お手玉』を製作中です。
〜興味のある方は、ぜひのぞいて見てください〜

★

80回
115回

⑤ その他

子どもが大好き、手作りが大好きな皆さんがいろいろ

★

281回

② 学童のお迎え及び帰宅後の預かり
④ 習い事の送迎

★

育児の手伝いを受けたい人（おねがい会員）
と育児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。

〜まかせて会員として子育てのお手伝いをしていただけませんか？〜

【会員数】
おねがい会員

活動日

野洲市ファミリー・サポート・センターとは

毎月第 4 月曜日
10：00 〜 13：00 の間でご都合の良い時間
会場：コミセンきたの
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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

平成26年度 募金実績額

同募金運動」、また12月１日より「歳末たす
けあい募金運動」を実施しましたところ、多
額のご寄付をいただき誠にありがとうござい
ました。
この運動はみなさまの善意に支えられ、誰
もが住みなれた地域で安心して暮らすことが
できる福祉社会をめざし、社会福祉事業の充
実・発展に役立てられます。
今後とも、共同募金運動にみなさまのご理
解ご支援をお願いいたします。

募金項目
戸別募金
街頭募金
法人募金
学校募金
職域募金
個人募金
その他募金
合 計

赤い羽根共同募金
3,825,183円
14,334円
75,676円
88,209円
442,662円
10,500円
63,453円
4,520,017円

歳末たすけあい募金
2,909,963円
11,033円
165,000円
0円
1,516,330円
4,984円
200円
4,607,510円

共同募金運動にご協力いただき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㈱

㈱野田屋

アキレスボランティア委員会

オーケプラント工業㈲

㈲ハラダ設備

NPO法人 のどかの家

オリベスト㈱

平和堂 アルプラザ野洲

祇王学区民生委員児童委員協議会

平和堂 スーパーフレンド中主支店

祇王小学校

三上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

三上小学校

京セラディスプレイ㈱

北野小学校

南医院

京セラディスプレイ㈱本社・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

野洲化学工業㈱

京セラ㈱

野洲学区民生委員児童委員協議会

滋賀野洲工場 社員一同

きたの保育園
京セラサーキットソリューションズ㈱
京セラサーキットソリューションズ㈱従業員一同
京セラサーキットソリューションズ㈱労働組合

京セラ労働組合
京セラ㈱
京セラ㈱滋賀野洲工場 社員一同

クオリテックファーマ㈱

野洲北中・サポーター福祉体験ボランティア

㈱京滋建設

野洲高等学校

滋賀中央信用金庫

篠原学区民生委員児童委員協議会

野洲市社会福祉協議会

篠原仏教会

篠原小学校

野洲市中主赤十字奉仕団

㈱シナジー

野洲市役所

住友産業

野洲市野洲赤十字奉仕団

㈲砂月工業所

野洲小学校

野風草

大和建装㈱

野洲地区更生保護女性会

樋上善五郎従兄会

優愛保育園モンチ

またあしたみそら

中国塗料㈱

滋賀工場

中主学区民生委員児童委員協議会

吉川医院

中主小学校

ヨシノホーム㈱

中主製作所

㈱吉仁園

金光教篠原教会

しみんふくし保育の家
出合いの家
特定非営利活動法人 陽だまり
ぬくもりケアネット冨波

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

中主中学校

野洲地区更生保護女性会

㈲ちゅうずドリームファーム

【物品】

アキレス㈱滋賀第一工場
金光教篠原教会
三上仏教会一心会
野洲一心会

㈱辻工務店
津田木材㈱
㈲ナサ技研
日本発条㈱

（順不同・敬称略）
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平成26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。

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。

20施設

クリスマス会の催し

計500,000円

ひとり暮らし高齢者等
友愛訪問事業

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。

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。

900部

計540,000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。

８世帯

計240,000円

その他…振込手数料

58世帯

要保護世帯等支援事業

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。

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。

100,000円

合計金額

共同募金より
助成を受けました

4 , 2 8 4 ,437円

法

人

9 5 , 000円

団

体

1 8 4 , 000円

治

合

計

赤い羽根共同募金の助成を受け、パソコンを購
入しました。地域福祉の推進のため、活用させて
いただきます。
ありがとうございました。

（平成27年2月10日現在）

会

自

186世帯 339名 計2,368,500円

3,878,163円（内繰越金 194,500円含む）

みなさまからお寄せいただきまし
た日赤社資は、日本赤十字社滋賀県
日本赤十字社
事業資金のお礼 支部へ送金し、医療事業、看護養
成、救急法、健康生活支援講習等の
普及、血液事業や赤十字奉仕団の養
成、火災などで家屋の破壊等被害にあわれた方への災
害救援物資の配布のために使わせていただきます。
また、国際的には災害や紛争に苦しむ人々のため、
資金援助や食糧支援、救援活動などさまざまな活動に
役立たせていただきます。
多くの方々からのご協力をいただき、本当にありが
とうございました。

平成26年度 日赤社資

計129,231円

ひとり親家庭ふれあい事業助成

助成額

432円

子どもたちの絵本購入

4 , 5 6 3 ,437円
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おしらせ 版
〜お世話になり
ありがとうございました〜

野洲市社会福祉協議会事務所の
移転のお知らせ

平成27年2月末日をもって中主
通所介護事業所、野洲通所介護
事業所を閉所いたしました。
ご利用者さまはじめ、さまざま
なボランティアなど、多くの皆さん
に長きに渡りお世話になり支えて
いただきましたこと、心よりお礼申
し上げます。

野洲市社会福祉協議会事務所は、以下のとおり移転します。
移 転 先：野洲市北部合同庁舎 ２階（野洲市西河原2400番地）
移転期日：【プレオープン】平成27年３月23日（月）
【正式オープン】平成27年４月１日（水）
※現在の事務所（ふれあいセンター）での業務は、
平成27年３月20日（金）で終了します。
※電話番号及びファックス番号は、これまでと変わりません。

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

音訳の活動に興味のある方一緒に活動しませんか

社 協 会 費 の お 礼

！
募集します 朗読グループ「さえずり」

平成26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。

音訳とは…聴覚以外の感覚（主に視覚）に依存する媒体
からの情報取得が困難な人々のために、文字や図表などの
情報を音声化すること。

（平成26年12月1日〜平成27年2月15日）

希望が丘技研株式会社 様
株式会社 滋賀銀行 野洲支店 様
生活協同組合コープしが 様

大和建装株式会社 様
医療法人社団御上会 野洲病院 様

募集に関する問合せ

野洲市社会福祉協議会

善意銀行だより
（平成26年12月11日〜平成27年2月10日）

《金員の部》

東日本大震災義援金お礼

10,000円
8,000円
20,000円
2,570円
10,000円

匿 名
井口 三千三 様
浄土宗滋賀教区寺庭婦人会 様
高木３組 様
野洲養護学校さをり班 様

（平成26年12月1日〜平成27年１月31日受付分）

野洲市社会福祉協議会で受付けております義援金に
ついて、皆さまからのあたた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。

《物品の部》
大阪ガス㈱ 滋賀地区支配人 田中暢太佳 様
匿 名
匿 名
匿 名
西川 正造 様
藤井 廣繼 様

電話：589-4683
FAX：589-5783

折り紙 （大）60セット
（小）60セット
米 ２０ｋｇ
お餅 3kg
紙おむつ 2袋
くるみ（指の運動用）
ひな人形一式 子ども向けフォーマルスーツ（男の子用）

日赤滋賀県支部 野洲市地区受付分
野洲文化ホール 様

ハーモニカ 様

24,790,774円

義援金合計額

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。

介 護者家族の会 懇談会のお知らせ
期

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？
日頃の介護で しんどい 思いを持っておられる方々と、ともに
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。

野洲市介護者家族の会

事務局

場

所

３月18日 ㈬

野洲市健康福祉センター

４月 7日 ㈫

野洲市健康福祉センター

４月15日 ㈬

野洲市健康福祉センター

５月20日 ㈬

野洲市健康福祉センター

どなたでもお気軽にご参加ください。

お問合せ

日

（辻町433‑1）
（辻町433‑1）
（辻町433‑1）

時

間

13：30
〜
15：00

（辻町433‑1）

※参加費（会費）
：１回につき100円
※5月20日については、総会終了後、懇談会を行います。

野洲市社会福祉協議会

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp
平成27年3月１5日

TEL 589‑4683 FAX 589‑5783

http : //www.yasu-syakyo.or.jp

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。
6

