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井口ふたば会
年７回、井口自治会館で実施されているふれあいサロンです。手作り
のお食事会や年１回の野外活動、昔ながらの、いの子棒作り、子ども会
との世代間交流会、お茶会と内容も盛りだくさん！！
参加者同士や役員とのおしゃべりも弾み、楽しく過ごされています。
「やっぱり、みんなでよばれる（食べる）ご飯はおいしいなぁ」そんな声
があちらこちらで聞こえてきます。

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp
平成23年11月１5日

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

古切手の寄付をお待ちしております！

古切手（収集家のご協力により換金）や書き損
じハガキの収益金で最貧国へ医師や看護師の派遣
に役立てられます。

ちょっと聞きたい！！

ボランティアきらり
インタビュー

メッセージをお願いします。
気の合った仲間とおしゃべりしながら楽しいひ
とときを過ごし、それが一つのボランティアにな
っているという一石二鳥の活
動に生きがいを感じます。
メンバーの高齢化が進んで
おりますが、動ける限りこの
活動をつづけたいと思ってい
ます。

野洲市のボランティアグループ「古切手整理
グループ」のみなさんにお聞きします。

Ｑ．いつから活動されていますか？
昭和 61 年から活動を始め、今年で 25 年目を
迎えます。

Ｑ．整理した古切手はどうされるのですか？
財団法人
ります。

★

日本キリスト教海外医療協力会へ送

学童保育所
通信

★

★

中主学童保育所

中主学童保育所は現在、中主小学校に通う1年生〜6年生までの84名の子ども達が、
第１（46名）第2（38名）の学童保育所に分かれて生活しています。
では、各学童保育所の様子を紹介したいと思います。
第１学童保育所では、今年6月から指導員が始めた事がきっかけで
「段ボールアート」が流行り、現在でも毎日熱心に製作しています。１
つの作品が出来上がる度に達成感で子どもの目は輝いています。
第２学童保育所では、夏休みを通してみんなで「アイロンビーズ」
の製作に取り組みました。６つのパーツで１つの作品になるのです
が、それが合わさると子ども達から歓声がわき起こりました。
どちらの学童も製作や遊びを通して、高学年が低学年を気遣う事、一人ではできない
事もみんなで協力すれば大きなものが作れるという事など、相手を思いやる心が育った
のではないでしょうか。
１つの施設の中に２つの学童保育所があり、それぞれ違う生活を送っていますが、年間
を通じて合同行事も行っています。今後はクリスマスや節分の
縁起菓子まきなどの行事を計画し、子ども達に多くの友達と
関わって楽しい時間を過ごしてもらいたいと思います。
現在、平成24年度４月開所に向けて新設工事が行われてい
ます。子ども達とおやつを食べながら、
「新しい学童ってどんな
んやろ？」
「こんな学童やったらいいな。」と夢ふくらませ話を
しています。
最後になりましたが、
これか
らも中主学童保育所は、子ど
も達 の 安 全を守り、
また心か
ら安心して生活できるような
場所の提供に努めていきたい
と思います。今後ともどうぞよ
ろしくお願い致します。
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平成23年度

歳末たすけあい募金配分事業

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、及び
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。

要保護世帯支援事業
■ 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）
次の①②ともに該当する世帯 ①18歳未満の子どもがいる ②一定の収入がない
■ 高齢者のみの世帯（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む）
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
■ 障がい者世帯
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

■ 疾病等による要介護世帯
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
■ 東日本大震災で被災し、
野洲市に避難されてきた世帯

※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
申請方法

11月18日（金）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。

福祉施設等助成事業
■ 野洲市内の福祉施設および団体（入所・通所施設に限る）
申請方法
支給額等

お問合せ

11月18日（金）
までに施設および団体から同協議会に申請。
歳末たすけあい配分委員会にて決定します。

野洲市社会福祉協議会 TEL 589‑4683

FAX 589‑5783

赤十字社出前講習のご案内
日本赤十字社では、自治会等のみなさまを対象に、緊急時の手当や事故
防止に必要な知識や技術の普及に努めています。
例えば…
●
●

けがをしたときの包帯の仕方

左記の内容を自治会や地域のグループで受けたいと思わ
れた方は、
日本赤十字社滋賀県支部までお電話ください。

AED（自動体外式除細動器）の使い方や人工呼吸、
心臓マッサージの方法

（これらの事業は、年１回みなさまからお寄せいただいた赤十字
事業資金により実施しています。）

高齢者への災害時の支援や家庭での介護法

●

子どもに起こりやすい事故の予防とけがや病気の手当

●

海や川、
プールでの水難事故から身を守る方法

お問合せ
お申込み

●

日本赤十字社事業資金のお礼
日本赤十字社は、その理想とする世界の平和と福祉

日本赤十字社滋賀県支部

〒520-0044

事業推進課

大津市京町四丁目3番３８号

TEL 077‑522‑6758

平成23年度社資（平成23年10月19日現在）

社

費

2,056,870円

寄 附 金

2,464,889円

の増進、人道的な任務の達成のために不断の努力を

法

人

128,000円

続けている国際的な団体です。

合

計

4,649,759円

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。
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お問合せ

日本赤十字社が国の内外にわたって行う各種事業

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）
TEL 589‑4683 FAX 589‑5783

野洲市社会福祉協議会
職

種

一般職（正規）

業務内容

一般事務および相談援助業務

募集人員

１名

資

昭和 60 年４月２日以降に生まれた方

格

正規職員募集

等

社会福祉士の資格または社会福祉士の受験資格を有する方
（平成 24 年３月 31 日までに取得見込みの者を含む。）

採用月日

平成 24 年４月１日

勤 務 日

月曜日〜金曜日の勤務
（週５日）

勤務時間

午前８時 30 分から午後５時 15 分まで

給

与

初任給 大卒の場合 月額 172,200 円
（予定）

試

験

2424
年１月
1414
日（土）午前９時から
（受付
【一次試験】 日時：平成
日 時：平成
年１月
日（土）午前９時から
（受付午前８時から）
午前８時から）
場所：ふれあいセンター
（野洲市吉地
1127
番地）
場
所：ふれあいセンター
（野洲市吉地
1127
番地）

選考方法

一般教養（五肢択一式 40 問 ２時間）、適正検査

申込方法

所定の申込用紙を直接持参するか郵送してください。
※ 郵送の場合は、封筒の表に
「職員採用試験申込」と朱書して「簡易書留」で送付（12/28 必着）してください。
また、380 円切手貼付の返信用封筒（長３サイズ）を同封してください。

申込受付

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

申込締切日

平成 23 年 12 月 28 日
（水）午後５時まで

お問合せ

TEL（077）589‑4683

FAX（077）589‑5783

※詳細については、当会ホームページ（http://www.yasu-syakyo.or.jp/）にて確認していただけます。

ファミリーサポートセンターは
開設５年になりました。
５
５月…東日本大震災の被災地に
おもちゃや絵本を届けました!!

野洲市ファミリー・サポート・センターとは

才

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。

地域で支えあい、子育て支援の輪を広げていきましょう

お問合せ

今年３月、東日本大地震発生で多くの方が被災さ
れました。
女性労働協会から「被災地の子どもたちに絵本や
おもちゃをとどけよう」との呼びかけがあり、野洲市
ファミリー・サポート・センター会員の皆さんにご協力
をお願いしましたところ、多くの 会 員さんからおも
ちゃや絵本、
ノートや鉛筆などの文房具等合わせて
ダンボールに27箱もの品物が寄せられました。
女性労働協会には全国のファミリー・サポート・センターから200箱にもおよ
ぶ品物が集まり、
これらの絵本やおもちゃたちはおもちゃの図書館全国連絡会
をはじめ、子育て支援団体を通じて被災地の子どもたちに届けられました。
被災地まで出向き、お手伝いをする事はなかなか難しいと
ころがありますが、
こういった形で皆さんの温かい気持ちを
お届けする事ができ、本当によかったと思います。
被災地の皆さんから「ありがとう」とのお礼の言葉と笑顔
の子どもたちの写真が送られてきました。
野洲市ファミリー・サポート・センター
一日も早く被災された地域の復興が進み
（野洲市社会福祉協議会）
ますようにお祈りしています。
TEL 589‑5960 FAX 589‑5783
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平成23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。
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。
◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所・篤志家

様

（平成23年10月15日現在）

ア・ア・ンコーポレーション㈱

滋賀小林精工㈱

バンカー保険事務所

㈱赤坂組

滋賀ダイハツ販売㈱

㈱ヒガシトゥエンティワン 滋賀営業所

アキレス㈱滋賀第一工場

滋賀中央信用金庫

中主支店

㈱ヒラカワガイダム 滋賀事業所

アサヒビールモルト㈱

滋賀中央信用金庫

野洲支店

（社福）びわこ学園医療福祉センター野洲

㈱アブラサダ

滋賀ニシリク㈱

びわこ観光バス㈱

㈲アメニティ北村

㈶滋賀保健研究センター

扶二工業㈱

㈱鮎家

㈱シナジー

フラワーかわさき

㈲岩本自動車工業所

御上会

野洲病院

㈱平和堂アル・プラザ野洲

㈱宇田花店

周行会

湖南病院

㈱保険トラスト

㈱ウメムラ

大日本スクリーン製造㈱野洲事業所

㈱堀光

近江キルト㈱

大丸エナウィン㈱湖南支店

松下電動工具㈱

近江ニスコ工業㈱

大和建装㈱

満喜㈱

大阪ガスLPG㈱

中国塗料㈱滋賀工場

㈲みのや

奥野印刷㈱

㈱長府製作所

㈱村田製作所

㈱奥村興業

㈱辻工務店

目黒化工㈱

㈲奥村総合管理グループ

津田木材㈱

ヤス運送㈱

㈱オグラエンジニアリング

滋賀工場

（社福）出合いの家

野洲事業所

㈱野洲サルベージ

オリベスト㈱

㈱テクノ高布

㈱ケイロジ

東海電工㈱

㈱野洲製作所

㈱北中工業

東洋産業㈱

㈲山仙杉江組

希望が丘技研㈱

東洋被服㈱

（社福）悠紀会

希望が丘クリニック

トキワ精機㈱

㈲吉川ばじろ商店

㈱木村モータース

㈱トヨタレンタリース滋賀

㈱吉野組

京彦木材㈱

㈲トヨヅミ

㈱ライフ

近畿環境保全㈱

㈲ナサ技研

リカーショップ ナカヤマ

㈱京滋建設

㈱南洋軒

和光興産㈱

湖東開発㈱

日本発条㈱野洲工場

わらべや関西㈱滋賀工場

㈲澤本電工

パシフィック技研㈱

三協高圧㈱

橋梅楼㈱

㈱滋賀銀行

野洲支店

（社福）野洲慈恵会

㈲ハラダ設備
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（五十音順、敬称略）

善意銀行だより
《金員の部》

（平成23年8月11日〜平成23年10月10日）

須原自治会 様
ダイハツピット野洲（株）様
匿

介護者家族の会 懇談会のお知らせ

名

6,540円
100,000円

（指定先

出合いの家）

日頃の介護で しんどい 思いを持っておられる方々と、と

100,000円

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

（指定先 中主デイサービスセンター）

久野部自治会（夏まつり）様
トンボブローチ売上金 様
大畑女子有志一同 様

ることを願って定期的に懇談会を開催しています。

19,114円
40,000円
20,000円

これまでの第３水曜日以外にも開催できないかとの要望
が寄せられたことを受けて、11月からは新たに第１火曜日も
懇談会を開催することにいたしました。

《物品の部》

どなたでもお気軽にご参加ください。

須原自治会 様
匿 名
大阪ガス
（株）滋賀事業所 様

匿 名
大場久仁子 様

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？

フリーカップ 他12点
お米 15kg
折り紙（大）100セット
（小）100セット
画用紙 100セット
お米 40kg
折りたたみベッド・ベッドソファ

期

日

場

12月 6日 ㈫

所

時

間

野洲市健康福祉センター

２月 7日 ㈫

（辻町433‑1）

２月15日 ㈬

ふれあいセンター

13：30〜15：00

（吉地1127）

※参加費（会費）：１回につき 100 円

お問合せ

野洲市介護者家族の会

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。

事務局 野洲市社会福祉協議会

TEL 589‑4683 FAX 589‑5783

サロン貸出備品

東日本大震災義援金お礼
（8月27日〜10月19日）

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。

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。

貸出備品人気ベスト3

日赤滋賀県支部 野洲市地区受付分
小島 敏子
ぎおうの里窓口募金箱
念仏寺

１位 輪投げ

市民交流センター
部落解放同盟滋賀県連合会和田支部
敬称略・順不同

10月19日現在の義援金合計額

２位 スマイルボーリング ３位 スローイングビンゴ

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！！

母子福祉のぞみ会クリスマス会

22,274,208円

母子・父子家庭ふれあい事業

「クリスマスのつどい」

健康推進員の梅村通子さん（久野部）は、東日本大
震災の被災地の食生活改善推進員（滋賀県での呼び
名は健康推進員）の活動を支えようと、自ら作成した
トンボブローチの 売 上 金

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？

13万円とトンボブローチ３

【日 時】12月18日（日）午前10時30分〜午後３時30分

５０個を、宮城県に寄付を

【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

され、また当会にも寄付を
いただきました。

申込・問合せ

12月９日（金）までに
市社会福祉協議会
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TEL 589‑4683
FAX 589‑5783

