
４月７日～８日、中主デイサービスセンターの
利用者の皆さんがお花見をされました。
いいお天気で、桜も皆さんの笑顔も満開でした。

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会

平成26年（2014年） 5月号平成26年（2014年） 5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！

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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ちょっと聞きたい！！

耳が不自由な方に、話し手の話の内容を書いて
伝えるという活動です。
講演会や会議の場で3人以上の対象者がいる時
はスクリーンに映し、病院や市役所などへは同行し
てノートに書いて伝えます。

要約筆記ってどんな活動ですか ?

平成４年に初めて旧野洲町で開催された要約筆
記の講座で『文字を書くことは私にでもできるか
な』と受講したことがきっかけ。講習の中で中途失
聴の方の話を聞き、見た目にはわからなくても、聞
こえないことで困っている方がたくさんいらっしゃ
るということを知ったことが、今の活動につながっ
ています。

活動を始められたきっかけはどんなこと
ですか ?

気持ちを知り、その方にあったお手伝いをすること
ができます。私たちの活動の一番の目的は、聞こえ
ている人たちの中に交じってどの人も同じように理
解して答えを判断し行動できるよう、大切なことを
確実に伝えるということです。正しく伝えるために
日ごろから新聞やニュースを見るよう心がけていま
す。

当事者さんと知り合い、長い付き合いをする中
で築けた信頼関係を最も大切にしています。
信頼関係がある中で、どのように困っているかの

どのような思いで活動されていますか？

要約筆記をしてもらうことで家の中に閉じこもら
ず外に出かけることが増えてきました。
過去に県民大学、講演会、講座など、要約筆記が付

いたからこそ受講でき、社会勉強ができて良かったで
す。難聴者は目に見えない障害なので、話せるから聞
こえているものとして見過ごされてしまいます。
例えば、面白い話を一緒に笑えない、大事な話、

連絡を聞き逃すなど、日常生活の中で困ることが
多々あります。自分から聞こえなくて困っているこ
とを伝えるのは、なかなか難しいですが、周りの人
に理解してもらえるよう、できるだけ日々の大変さ
を伝えるようにしています。

当事者メンバーの思い

しばらく途絶えていた要約筆記の入門講座を
また開催したいと思っています。
『要約筆記を知ってもらいたい。聞こえで困っ

ている方がいらっしゃること』を知るきっかけに
して欲しい。
要約筆記者として活動してもらえる方をもっと

増やしたいと思っています。

今後の活動予定を聞かせてください。

【サークル活動日】毎月第２、第４火曜日 10：00～12：00
社会福祉協議会（ふれあいセンター内で）

要約筆記の活動をされているグループ

「チェリー」の皆さんに
お話を聞かせていただきました。

～ 興味のある方は、
　 　ぜひのぞいて見てください ～
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ファミリー･サポート･センター講習会ファミリー･サポート･センター講習会ファミリー･サポート･センター講習会ファミリー･サポート･センター講習会
～ 育児の知識を身につけ、地域の子育てをお手伝いしていただける人を養成する講座です ～

◆ファミリー・サポート・センターの活動を始めたい方や関心のある方
◆子育て支援活動をされている方や子育て支援に関心のある方
◆ファミリー・サポート・センターまかせて・どっちも会員

日赤幼児安全法を受講される方はテキスト代500円
⑥の実技を受けられる際には、Ｑマスク代150円 小冊子代50円が必要です。
必要な方は、受講申し込みの際お申し出ください。
単項目での参加も可
それぞれの講座の５日前までにお申し込みください。
野洲市社会福祉協議会内  野洲市ファミリー・サポート・センター　TEL  589-5960

①

②

③
④
⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

日　　時 内　　　　　　　　　　　容 講　　　　　　師回

6月27日（金）
9：30～12：00

9：30～11：30

9：30～12：00

10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

7月10日（木）

７月17日（木）
７月23日（水）
7月29日（火）
8月 1日（金）

9月18日（木）

9月25日（木）

10月 9日（木）

◆ 開講式
◆ 子育て支援って？
◆ 支援者の活動報告

平成26年度平成26年度平成26年度

◆ 子どもの虐待の現状
◆ 子どもの生活

◆ 日赤幼児安全法
・こどもについて
・事故の予防と手当て
・病気と看病の仕方
・ＡＥＤを使った一次救命処置

◆ エプロンシアターで遊ぼう

10：00～11：30
9月11日（木） ◆ 子どもの発達と遊び

◆ さまざまな障がいの理解
◆ 発達障がいって？

◆ 上手な話の聴き方

野洲市家庭児童相談室  職員
保健師

図書館司書

日本赤十字社  滋賀県支部
幼児安全法指導員

あやめ保育所
所長　山口 桂子 さん

放課後等デイサービス・キララ
児童発達支援管理者　大岡 とし美 さん

野洲市社会福祉協議会  職員
子育て支援センター  所長  岡野 美代子 さん
民生委員・児童委員/子育てサークル/ファミサポ会員

発達支援センター
心理判定員　八幡 純子 さん

10：00～11：30
10月23日（木） ◆ 受講者交流会

「私にもできる子育て支援」

【受講対象者】

【受講料】

【託　児】
【その他】

【申し込み・問合せ】

③～⑥については、上記以外の方の受講も受け付けます。

赤十字の活動資金に
　　　　ご協力お願い致します。
赤十字の活動資金に
　　　　ご協力お願い致します。
赤十字の活動資金に
　　　　ご協力お願い致します。
赤十字の活動資金に
　　　　ご協力お願い致します。

人人人間間間ををを救救救うううのののははは、、、、人人人人間間間間だだだだ。。。人間を救うのは、人間だ。
〒520－0044 大津市松本一丁目２番２０号
TEL　077-522-6758
FAX　077-523-4502

日本赤十字社  滋賀県支部

〒520－2413　野洲市吉地1127
TEL　077-589-4683
FAX　077-589-5783

日本赤十字社  滋賀県支部 野洲市地区
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経済不況に伴う経済的困窮者の増加や、少子高齢化の進行による人口構造の変化、世帯員数の減少などの問題は、
生活の場である地域コミュニティにおいて、家族内の見守り機能の低下や、地域連帯感の希薄化といった大きな変
化をもたらしており、地域コミュニティをどのように維持、または創造するべきかを見直す必要に迫られています。
このような中、「第１次野洲市地域福祉活動計画」の最終年度となる今年度においては、計画の検証・評価を行うと
ともに、平成２７年度からの５カ年計画となる「第２次野洲市地域福祉活動計画」において、地域の福祉課題に対応で
きる計画策定に取り組みます。
特に社会的に孤立した人たちの生活課題の顕在化、制度の狭間に位置する新しい生活課題の出現など複雑多岐にわ

たる課題に対して、地域や各関係機関と連携するとともに、社会福祉協議会の各部門が一体となって取り組む相談支
援体制を強化し、総合的に対応できるように努めます。

1.　法人運営事業
①役員会等の開催
・会長・副会長会の開催
・理事会の開催
・評議員会の開催
・監事会の開催
・理事・監事・評議員の研修会の開催
②組織運営の充実強化
・市への職員研修派遣【新規】
・新会計基準への移行準備の充実【新規】
・新たな社協活動拠点整備検討会の実施【新規】
・職員研修の充実
・個人情報保護への対応
・苦情解決体制の充実

2.　広報・啓発事業
①広報誌「社協やす」の発行
②ホームページの運営
③社会福祉大会の開催
④広報等音訳事業

3.　地域福祉事業
①第２次地域福祉活動計画の策定【新規】
②地域福祉活動情報交換会【新規】
③地域福祉活動の推進支援
④子ども会育成事業
⑤給食サービス事業
⑥ボランティア活動の推進
・ボランティア情報の収集・発信
・ボランティアの育成・支援
・学校と連携した福祉教育活動の推進、福祉活動

　　　推進校の支援
⑦車いす貸出事業
⑧社会福祉関係団体との協働活動の推進
⑨善意銀行の運営

＊相談支援事業の充実を図り、生活困窮者支援に取り組みます。
＊小地域での福祉活動の推進を図ります。
＊地域での暮しを支える在宅介護サービスの提供に努めます。

平成26年度

重点事業

実施事業
⑩命のバトン配布事業
⑪災害対策強化事業
⑫遺族援護事業

４.　相談援助事業
①生活困窮者支援　家計相談支援事業の受託【新規】
②「（仮称）滋賀の縁（えにし）創造実践センター」へ　
　　の活動協力【新規】
③総合相談事業の実施
④地域福祉権利擁護事業の実施
⑤福祉資金・生活福祉資金貸付事業

5.　学童保育所の運営管理

6.　ファミリー・サポート・センター事業

7.　在宅介護支援事業
①ひとり暮らし高齢者の自立生活支援事業
②障害者総合支援法に基づく事業
③障がい者等移動支援事業
④介護保険事業
・居宅介護支援事業
・通所介護事業・介護予防通所介護事業
・訪問介護事業・介護予防訪問介護事業

8.　共同募金配分による事業（活動）の実施
・高齢者福祉活動
・障がい福祉活動
・児童福祉活動
・住民全般福祉活動
・歳末たすけあい事業

9.　その他地域福祉を推進する活動
・共同募金運動の推進
　（野洲市共同募金委員会の運営）
・赤十字事業の推進

野 洲 市 社 会 福 祉 協 議 会 　 事 業 計 画
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平成26年度　一般会計予算　総額  610,163,000円

会費収入
13,222千円
2.2％ 寄付金収入

1,000千円
0.2％

施設整備等
による支出
1,259千円
0.21％

負担金支出
100千円
0.02％

財務活動
による支出
110千円
0.02％

平成26年度

社会福祉協議会は、住民の皆さまや福祉関係者が会員と
なって組織している社会福祉法人です。
社協会員になることにより、一人ひとりが地域福祉活動に
関心を深め、参加していただいているという意味があります。
会費は重要な財源であり、社会福祉事業の推進や地域福祉
の基盤強化のために役立たせていただきます。趣旨・活動に
ご賛同いただき、社協会費のご協力をお願いいたします。

～ 社協会費ご協力のお願い ～

■ 収入の部 ■ 支出の部

補助金収入
81,768千円
13.4％

受託金収入
318,802千円
52.2％事業収入

660千円
0.1％

貸付事業等収入
480千円
0.1％

共同募金
配分金収入
7,092千円
1.2％

経理区分間
繰入金収入
23,275千円
3.8％

繰越金他
10,539千円
1.7％

介護保険等収入
153,325千円
25.1％

人件費支出
480,875千円
78.81％

事務費支出
10,588千円
1.74％

事業費支出
84,875千円
13.91％

貸付事業等支出
480千円
0.08％

助成金支出
8,601千円
1.41％

経理区分間
繰入金支出
23,275千円
3.81％

会　
　

長

副
会
長

理
事
会

監
事
会

評
議
員
会

常
務
理
事

兼 

事
務
局
長

社会福祉法人  野洲市社会福祉協議会組織図 （H26.4.1）

福祉企画推進係
〒５２０-２４１３  吉地１１２７番地
ＴＥＬ ５８９-４６８３   ＦＡＸ ５８９-５７８３

学童保育係 （市内20学童）
〒５２０-２４１３  吉地１１２７番地
ＴＥＬ ５８９-４６８３   ＦＡＸ ５８９-５７８３

居宅介護支援係
〒５２０-２４１３  吉地１１２７番地
ＴＥＬ ５８９-５７４１   ＦＡＸ ５８９-５７８３

中主通所介護事業係
〒５２０-２４１３  吉地１１２７番地
ＴＥＬ ５８９-５２３９   ＦＡＸ ５８９-５７８３

野洲通所介護事業係
〒５２０-２３１５  辻町４３３番地１
ＴＥＬ ５８８-２２７７   ＦＡＸ ５８６-３３１５

福
祉
企
画
課

介
護
事
業
課

次　
　

長

事

務

局
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平成26年5月１5日
E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp 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。

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お問合せ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

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。

（平成26年2月11日～平成26年4月10日）

《金員の部》

善意銀行だより

やす・たんぽぽ 様
昭和19年中里小学校卒業同窓会 様
大畑女子有志 様
匿　名
匿　名

11,575円
21,000円
20,000円
19,258円

1,000,000円

《物品の部》
㈱ケイロジ 様
匿　名

ラーメン　10食×10箱
米　30kg

東日本大震災義援金お礼

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頂きありが
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。

◆日赤滋賀県支部  野洲市地区受付分

岩井　ハルエ 様
田中　潤吉 様
野洲市野洲赤十字奉仕団役員 8名
森田　由昭 様
森田　多賀子 様

24,565,975円４月10日現在の義援金合計額

（平成26年2月11日～平成26年4月10日）

※参加費（会費）：１回につき100円
※5月21日については、総会終了後、懇談会を行います。

５月21日 ㈬

６月 3日 ㈫

６月18日 ㈬

７月 1日 ㈫ ふれあいセンター
（吉地1127）

野洲市健康福祉センター
（辻町433-1）

ふれあいセンター
（吉地1127）

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

★どなたでもお気軽にご参加ください。★

5月12日は民生委員・児童委員の日です5月12日は民生委員・児童委員の日です
　大正６年（1917年）５月12日に岡山県済世顧問制度設置規定が公布されたことに由来し、昭和52年
（1977年）に全国民生委員児童委員協議会が毎年５月12日を民生委員・児童委員の日と定め、5月12日から
の１週間を活動強化週間として、地域住民へのPRに努めています。

　民生委員児童委員は、地域の中で相談や支援を行うボランティアです。市内の民生委員児童委員、主任児
童委員113名は、人と人との絆を深め知り合い、支えあうまちづくりを目指しています。
　毎日の生活の中で、一人で悩んでいませんか。悩んでい
る本人はもちろん、「あの方このごろ様子が心配だなあ」と
感じている方も、気軽に民生委員児童委員に声をかけてく
ださい。
　民生委員児童委員には、守秘義務があり、相談内容や秘
密が他にもれることはありません。

野洲市民生委員 児童委員協議会事務局
（野洲市社会福祉協議会内）

TEL 589-4683  FAX 589-5783

● お問い合せ

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。

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、
ともに語り合いませんか？


