
小南自治会では、毎月第３火曜日、自治会館において「小南ふれあいサロン」を開催して
います。参加者は現在15名程度で多数が女性、男女を問わず参加者を募集しています。
サロンのお手伝いをしているボランティアは、みんな自主的に協力していただける方ば
かりで運営をしています。歌やゲーム、余興等に加えて、にぎにぎ体操、布ぞうり作りや
染め物、地域の子どもたちとのふれあいなど小南ならではの活動や、手作り誕生カードや
プレゼントも楽しみの一つです。
また、参加者は60歳代から90歳代まで幅広い年齢の方や、それぞれ体の不自由な方も
あり、手を貸し合ったり、待ち合ったり、通訳！？をしてあげたりと、お互いに思いやり
の気持ちを大切にしています。
月１回の活動ですので、参加者さんから「この日が待ち遠しいわ。」という声も聞かれ、
それを励みにボランティア一同頑張っています。

小南ふれあいサロン小南ふれあいサロン

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会

平成25年（2013年） 5月号平成25年（2013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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ボランティアセンター  ～きらり～ボランティアセンター  ～きらり～ボランティアセンター  ～きらり～

〒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

お問合せ

野洲市ボランティア連絡協議会は、旧野洲町ボランティア連絡協議会と、旧中主町ボランティア連絡協議会が、野洲市誕
生に伴い合併して設立されました。
2012年度は、研修として彦根市松原町グリーンハイツ自治会防災会でお話を聞き、『かまど

ベンチ』を見学しました。
また、親睦会では、ニュースポーツで会員の親睦をはかりました。日頃の活動とは違う体験
で楽しい半日を過ごしました。
加盟団体は現在26あり、野洲市社会福祉協議会に登録し、特色ある活動をしています。
１つの団体（サークル）では出来ないことを、連絡協議会として研修し、個々の団体（サークル）活動につなげています。

連絡先　野洲市社会福祉協議会　電話：589-4683　FAX：589-5783

【加盟サークル名】

平成25年度役員 会　長 山本　廣美（手話サークルあゆみ）
副会長 中山　幸夫（シニア百足会）
会　計 三好萬由美（ひまわり会）

庶　務 中野　政子（野洲点字サークル）
監　査 寺浦はるよ（布絵本グループつくし）

小須田美智子（ラス・フローレス）

団　　　　　体　　　　　名No.
要約筆記サークルチェリー１ 給食サービス（Ａ）14

手話サークルともしび２ 給食サービス（Ｂ）15

腹話術かいつぶりの会３ 給食サービス（Ｃ）16

野洲朗読グループさえずり４ 給食サービス（配送）17

手話サークルあゆみ５ 手話サークルひまわり18

シニア百足会６ 布絵本グループつくし19

野洲点字サークル７ 春 蘭 の 会20

野洲どうたく一座８ デイサービスボランティア21

寿　　会９ 点字絵本グループ22

野洲市聴覚障害者協会10 古切手整理グループ23

ラス・フローレス11 ふじの木サロン24

ひまわり会12 レク・すだれ25

車椅子レクダンス野洲・中主支部13 消防ボランティアグループＫＯＮＡＮ26

No. 団　　　　　体　　　　　名

野洲市ボランティア連絡協議会野洲市ボランティア連絡協議会

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。
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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まかせて・どっちも会員
◆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

無  料　※日赤幼児安全法を受講される方はテキスト代500円

ふれあいセンター（吉地1127）

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

TEL  589-5960　　FAX  589-5783
それぞれの講座の５日前までにお申し込みください。

１

２

３

４

５

６

7

8

9

10

日　　時 内　　　　　　　　　容 講　　　　　　師回

6月13日（木）
9：30～11：30

9：30～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

9：30～11：30

10：00～11：30

9：30～11：30

9：30～11：30

9：30～11：30

9：30～11：30

6月26日（水）

７月４日（木）

７月23日（火）

7月31日（水）

9月12日（木）

10月4日（金）

10月11日（金）

11月6日（水）

11月14日（木）

◆ 開校式
◆ 保育の心
　「子どものおかれている状況から…」

あやめ保育園園長　　山口　桂子さん

平成25年度平成25年度

◆ 子育て支援ってどんなこと？
◆ ファミリーサポート活動について

◆ 子どもの笑顔はみんなの安心

◆ 子どもの発達／子どもの遊び

◆ おもちゃをつくろう／エプロンシアター
◆ 参加者交流会

◆ さまざまな障がいの理解
◆ 発達障がいと子どもの対応

◆ 幼児安全法〈１〉
　「幼児安全法について／こどもについて」

◆ 幼児安全〈２〉
　「子どもに起こりやすい事故の予防と手当て」

◆ 幼児安全法〈３〉
　「子どもの病気と看病のしかた」

◆ 幼児安全法〈４〉
　「ＡＥＤを使った一次救命処置」

三上幼稚園園長　　小川　初子さん

ファミサポ　会員

市家庭児童相談室　職員

野洲幼稚園園長　　大岡とし美さん

ファミサポ　会員

発達支援センター　心理判定員

日本赤十字社　講師

日本赤十字社　講師

日本赤十字社　講師

日本赤十字社　講師

⑩の実技を受けられる際には、Qマスク代150円が必要です。
（今までに受講されお持ちの方は購入不要です。）

⑦～⑩については、上記以外の方の受講も受け付けます。

【受講対象者】

【受講料】

【託　児】

【会　場】

【その他】

【申し込み・問合せ】
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更なる少子・高齢化の進行や、働き方などの生活様式の変化に伴い、地域社会や家庭の様相は大きく変容し、家庭内の
見守り機能の低下や、地域連帯感の希薄化がすすんでいます。さらに経済情勢や雇用環境の厳しさの長期化から、孤立死
や自殺、ひきこもりなどの社会的孤立の問題、経済的困窮や虐待への権利擁護の問題など、地域における生活課題は深刻
化し、広がっています。
国においては「生活困窮者の生活支援の在り方に関する特別部会」の報告書が発表され、生活困窮者の増大は貧困だ
けでなく、社会的排除が最大の問題という認識が示され社会的包摂が目標とされました。
このような課題が山積みする中、社会福祉協議会は地域住民から寄せられる多様な生活課題を受け止め、地域を基盤
にして解決につなげる支援や仕組みづくりを目指すため、社会福祉協議会の総合相談力を高めるとともに、各部門間で多
様な生活課題に対応するための連携を深め、総合的に対応できる体制作りに努めます。

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
・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　地域福祉サポーター養成講座の開催
②　地域福祉活動の推進支援
③　小地域ふれあいサロン等支援の充実
・小地域ふれあいサロン支援事業
・子育てサロン支援事業
・サロン備品貸出事業
・父子・母子家庭ふれあい事業
・障がい者（児）交流事業
・障がい者（児）スポーツ大会の開催
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
・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

＊小地域での福祉活動の推進をはかります
＊相談支援事業の充実をはかり、生活困窮者支援に取り組みます。
＊地域での暮しを支える在宅介護サービスの提供と経営基盤の強化に努めます。

平成25年度

重点事業

実施事業

重点事業

実施事業
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
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　総合相談事業の実施
②　地域福祉権利擁護事業の実施
③　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　障害者自立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
・障害福祉活動
・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

障がい者スポーツ大会
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平成25年度　一般会計予算　総額  625,088,000円

会費収入
13,154千円
2.1％ 寄付金収入

1,500千円
0.2％

施設整備等
による支出
3,835千円
0.61％ 財務活動

による支出
110千円
0.02％

平成25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
84,203千円
13.5％

受託金収入
332,980千円
53.3％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
7,350千円
1.2％

経理区分間
繰入金収入
20,082千円
3.2％

繰越金他
5,635千円
0.9％

財政調整基金取崩収入
3,728千円
0.6％

介護保険等収入
155,316千円
24.8％

人件費支出
484,293千円
77.5％

事務費支出
12,203千円
2.0％

事業費支出
95,472千円
15.3％

貸付事業等支出
480千円
0.1％

助成金支出
8,613千円
1.4％

経理区分間
繰入金支出
20,082円
3.2％

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 （H25.4.1）

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25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。

（平成25年２月11日～平成25年４月10日）

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

《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。

※参加費（会費）：１回につき100円
※5月15日については、総会終了後、懇談会を行います。

善意銀行だより

㈱大生産業 様
小南婦人会 様
大畑女子有志 様
昭和36年度 野洲中学校卒業生同窓会 様
小南エコライフ委員会 様
匿　名

223，456円
23，430円
20，000円
11，194円
5，450円
20，000円

吉田　博昭 様
㈱ケイロジ 様
パチーノ・ネオ野洲店 様
カーブスアルプラザ野洲 様
匿  名
小南エコライフ委員会 様

車いす
ラーメン
お菓子

食料品　8箱
米　30kg×10袋

物品一式

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。

おしらせ版

どなたでもお気軽にご参加ください。

５月15日 ㈬

６月 4日 ㈫

６月19日 ㈬

７月 2日 ㈫

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）

ふれあいセンター
（吉地1127）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

職　種 訪問介護員（登録職員）

業務内容 訪問介護事業に関する業務及びそれに付随する業務

資　格 介護福祉士、ホームヘルパー養成研修１・２級課程修了の方

勤務日 月曜日～土曜日の都合のつく日を登録（シフト勤務表による）

午前7時から午後8時までの都合のつく時間帯を登録勤務時間

1,000円～1,550円（業務内容・勤務時間帯による）賃金等

所定の申込用紙（ホームページよりダウンロード、本会に設置）に記入のうえ提出してください。申込方法

月曜日～金曜日（祝日を除く）午前８時30分から午後５時15分まで

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会　TEL（077）589-4683　FAX（077）589-5783
申込受付

お問合せ

就業場所

業務内容

募集対象者

勤務時間

勤務日

申込締切日

就業場所

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会  訪問介護事業所　
野洲市吉地1127番地　TEL 077-589-6664

東日本大震災義援金お礼

野洲市社会福祉協議会で受付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
森田　由昭 様　　森田多賀子 様
兵主学区青少年育成会議 様
野洲市中主B＆G海洋センター 様
野洲文化ホール 様

24,156,689円4月20日現在の義援金合計額

夏休み期間中等の
学童保育所アルバイト募集
夏休み期間中等の

学童保育所アルバイト募集
夏休み期間中等の

学童保育所アルバイト募集
夏休み期間中等の

学童保育所アルバイト募集
学童保育所（放課後児童クラブ）での保育業務等

満18歳以上の方

学生もしくは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、児童厚生1・2級指導員資格）

午前8時から午後7時30分まで（内4～8時間程度の勤務）

時給800円（有資格者は、850円）、通勤手当150円/日（上限3,000円/月）

野洲市内の学童保育所

月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）の週2～5日程度

平成25年6月14日（金）午後5時15分まで

・
・

社 協 会 費 の お 礼

（平成25年２月21日～平成25年４月20日）

本会の規程により有給休暇あり

野洲市総合体育館温水プール利用者 様
野洲市総合体育館施設利用者 様
野洲市文化スポーツ振興事業団職員互助会 様

株式会社  坂口屋 様
平成24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。
（平成24年12月17日～平成25年３月31日）

社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

職員募集要項
社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

職員募集要項
社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会

職員募集要項

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？

3月15日号に掲載しました赤い羽根共同募金にご寄付を
いただきましたお名前に誤りがありました。
正しくは右記のとおりです。お詫びして訂正いたします。

広報の訂正
誤 正

中主区域民生委員児童委員協議会 中主学区民生委員児童委員協議会
近江二コス工業㈱ 近江二スコ工業㈱


