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ふれあいサロンふれあいサロンふれあいサロンふれあいサロン

ふれあいサロンとは…ふれあいサロンとは…
身近なところを拠点として、高齢者の生きがいや社会参加、健康づくり、閉じこもり防止を目的に高齢者とボ

ランティアが一緒に企画・運営しながら、茶話会やレクリエーション、小物づくりなどの活動を定期的に開催し、
楽しく気楽に仲間づくりを行う活動のことです。

毎月第１月曜日に五之里自治会館で10時から15時ま
で10名の参加者でふれあいサロンを実施しています。
健康教室、出前講座、頭の体操やゲーム、作品づくり
などをしています。なかでも、毎年恒例になっている「ち
ぎり絵の干支飾り」はみんなの楽しみになっていて、年
を追うごとにその出来ばえは見事です。

五之里ふれあいサロン

年間７回、木部自治会館で10時から13時まで約30
名の参加者でふれあいサロンを実施しています。
10月２日（水）には草津より｢よもやま座｣をお招き
し、歌謡、落語、マジックショーを楽しみました。昼食
には手作りのかやくご飯やすまし汁などがふるまわ
れ、とても楽しい一日を過ごしました。

木部いきいき会
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ふれあいサロンに関するご相談は、野洲市社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　までお気軽にご相談下さい。

TEL：589-4683　FAX：589-5783

年間６回、八幡神社社務所で14時から16時まで約
30名の参加者でふれあいサロンを実施しています。
10月24日（木）には、みんなで昼食を食べたあと、

今までの「お元気です会」の活動内容を振り返り、そ
のあとはみんなで歌を歌って楽しい時間を過ごしまし
た。

野田お元気です会

京都府立大学

守屋　桜さん
京都ノートルダム女子大学

村上　倫生さん

実習生が見たふれあいサロン実習生が見たふれあいサロン
８月から９月にかけての１ヶ月間、野洲市社会福祉協議会に2人の実習生が来ていました。実習期間中に野洲

市内の数ヶ所のふれあいサロンに参加させていただき、そのとき感じた“ふれあいサロン”の感想をコメントに
残してくれました。

★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★　★
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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。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。

㈱赤坂組

アサヒビールモルト㈱

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

㈲岩本自動車工業所

㈱ウメムラ

近江キルト㈱

近江ニスコ工業㈱

ＪＡおうみ冨士農業協同組合  野洲地区センター

大阪ガスＬＰＧ㈱  滋賀支所

岡鑿泉工業所

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㈱

㈱グリーンちゅうず

㈱京滋建設

㈱ケイロジ

湖東開発㈱

㈱坂口屋

㈲澤本電工

三協高圧㈱

◎賛助会員にご協力いただいた企業・事業所・篤志家　様 （平成25年10月15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たせて
いただきます。

㈱滋賀銀行  野洲支店

滋賀ダイハツ販売㈱

滋賀中央信用金庫  中主支店

滋賀中央信用金庫  野洲支店

（一財）滋賀保健研究センター

㈱シナジー

周行会  湖南病院

㈱すぎた

生活協同組合  コープしが

大丸エナウィン㈱  湖南支店

㈱田中石材

中国塗料㈱  滋賀工場

㈲ちゅうずドリームファーム

中主郵便局

㈱長府製作所  滋賀工場

㈱辻工務店

津田木材㈱

（社福）出合いの家

㈱テクノ高布

東海電工㈱

東洋産業㈱

㈱トヨタレンタリース滋賀

㈲ナサ技研

日本発条㈱  野洲工場

㈱花のオカダ

㈲ハラダ設備

㈲バンカー保険事務所

光タクシー㈱

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ  滋賀営業所

（社福）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

㈱保険トラスト

㈱堀光

松下電動工具㈱

社団御上会  野洲病院

㈲みのや

㈱村田製作所  野洲事業所

目黒化工㈱  滋賀工業

㈱野洲サルベージ

（社福）野洲慈恵会

㈲山仙杉江組

㈱山本管工

（社福）悠紀会

㈲吉川ばじろ商店

㈱吉仁園

㈱ライフ

和光興産㈱
（五十音順、敬称略）

平成25年度

◆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
〒520-2413
滋賀県野洲市吉地1127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
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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

お
問
合
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（野洲市吉地1127）

平成25年度社資（平成25年10月18日現在）

社　　費 1,966,200円
2,439,005円
90,000円

4,495,205円

寄 附 金
法　　人
合　　計

■ 野洲市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）

11月20日（水）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より同協議会に申請。

平成25年度  歳末たすけあい募金配分事業について平成25年度  歳末たすけあい募金配分事業について平成25年度  歳末たすけあい募金配分事業について

TEL 589-4683　FAX 589-5783野洲市社会福祉協議会お問合せ

申請方法

申請方法

野洲市社会福祉協議会では、下記の世帯を対象にした要保護世帯支援事業、
および福祉施設を対象にした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歳未満の子どもがいる　　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

両事業ともに助成額等については、歳末たすけあい募金配分委員会にて決定します。
11月20日（水）までに施設および団体から同協議会に申請。

【要保護世帯支援事業】

【福祉施設等助成事業】

（両親がなく、祖父父母等が養育してている世帯帯を含含むむ）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者世帯帯をを含む）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

※平成25年10月1日現在で3ヶ月以上野洲市に在住されていること
※東日本大震災により被災したことが証明できるものにより確認

東日本大震災で被災し野洲市にに避難されててききた世帯帯東日本大震災で被災し野洲市に避難されてきた世帯

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ょっと一ちょちょっっとと一一息ちょっと一息 赤い羽根共同募金 まちがいさがし赤い羽根共同募金 まちがいさがし赤い羽根共同募金 まちがいさがし
７つのまちがいを
　　探してみてください。

答えは最後のページにあります。
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平成25年11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

※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、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。 どなたでもお気軽にご参加ください。

12月 3日 ㈫

12月18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）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

（平成25年8月11日～平成25年10月10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。

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

NHK歳末たすけあい

ボランティア募集

「中北の家」たのしも会  様
京セラ労働組合滋賀野洲支部  様
株式会社 大生産業  様
大畑女子有志  様
鳩会倶楽部  様
匿　名
匿　名

2,000円
63,551円
233,456円
20,000円
33,872円
5,000円
16,424円

パチーノ・ネオ野洲店  様
匿　名
島林　五雄  様
匿　名
匿　名
株式会社 ケイロジ  様

お菓子
米 30kg×10袋

衣類
米 30kg

米 30kg×２袋
ラーメン 10ケース

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。　  （受付期間：平成26年3月31日まで）

◆日赤滋賀県支部  野洲市地区受付分

冨波乙夏祭実行委員会 様
野洲市中主赤十字奉仕団 様

24,452,991円10月20日現在の義援金合計額

（平成25年8月21日～平成25年10月20日）

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？

母子・父子家庭ふれあい事業

サロン貸出備品
自治会等で開催されるサロン等で活用していただけるよう
無料で備品を貸出ししています。

その他にも楽しんでいただける
備品を用意していますので、
どうぞご利用下さい！！

貸出備品
平成25年度上半期
人気ベスト３

貸出備品
平成25年度上半期
人気ベスト３

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13日（金）までに市社会福祉協議会

TEL  589-4683　FAX  589-5783
申込・問合せ

「クリスマスのつどい」「クリスマスのつどい」
２位  輪投げ

３位  バッコンゲーム

１位  カロム

２位  輪投げ

３位  バッコンゲーム

１位  カロム

P.5 赤い羽根
共同募金
まちがいさがし
答え ▶

京セラ労働組合滋賀野洲支部  様京セラ労働組合滋賀野洲支部  様

【日  時】12月22日（日）
　　　　　午前10時30分～午後3時30分

【場  所】さざなみホール研修室
　　　　　　　（豊積の里総合センター内）

【定  員】市内在住の親子、先着50人

平成25年 滋賀県台風18号災害義援金
滋賀県にも多大な被害をもたらした台風18号におきまして
も、義援金を受付けておりますので、あたたかいご支援をよろ
しくお願いいたします。
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