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日本赤十字社滋賀県支部
〒520－2413　野洲市吉地1127
TEL　077-589-4683
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日本赤十字社滋賀県支部 野洲市地区
お問合せ
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このたび発生した東日本大震災
において、

日本赤十字社は地震発生後直ち
に、最前線で医療救護を行いま

した。

今後も継続して懸命な活動を展
開していきます。

私たちは、一刻を争う国内外の
災害時の救護をはじめ、

病気で苦しむ人のサポートなど
幅広い活動を行っています。

そこに、傷ついた命がある限り
、ひとりでも多くの人を助けた

い。

日本赤十字社のこうした活動は
、

みなさまからの資金協力で成り
立っています。

赤十字の活動資金に

ご協力お願いいたします。

赤十字の活動資金に

ご協力お願いいたします。
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野洲市社会福祉協議会　 TEL 589-4683  FAX 589-5783お問合せ

ちょっと聞きたい！！

ボランティアきらり
インタビュー

Ｑ．活動された場所はどこですか？

宮城県亘理町荒浜地区で現地は想像以上にひどい
状況でした。

Ｑ．どのような活動をされたのですか？
滋賀県社会福祉協議会の募集により19名のメンバ
ーが参加し、荒浜地区の川口神社境内と社務所の泥
かきなどをしました。
活動１日目は雨が降り始めた為、活動を午前中で

今回は、東日本大震災で被災地へボランティア
活動（4/19・20）に行かれた野洲市在住のＮさんへ
のインタビューです。

中止するようにと、現地の災害ボランティアセンタ
ーから連絡が入り、午後からは待機となりました。
この日はとても寒い日で、夜には雪が舞っていまし
た。２日目も同じ神社での活動となり、無事に作業
を終えることが出来ました。

Ｑ．活動をする上で心がけていることは？
いつも思うのですが、ボランティアをさせていた
だいているという気持ちになり、自己完結すること
です。また、現地の方の気持ちを大切にし、ボラン
ティアとしての心構えを忘れないようにしていま
す。

Ｑ．ボランティアを終えての感想は？
これからもこのような現地ボランティアの要請が
あればぜひ参加したいです。また、野洲市でも平時
のときから防災について話ができるグループをつく
り、災害が起こったら即行動できるような、そんな
仲間ができるといいです。

（ボランティアセンター）

野洲市社会福祉協議会で受け付けて
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。

東日本大震災義援金お礼 （3月14日～4月19日）

◆野洲市共同募金委員会受付分

河野英瑞
野洲市介護者家族の会
篠原仏教会
身障吉川支部

NPO法人  陽だまり
北野幼稚園  平成22年度 卒園児一同
野洲喜代治
兵主学区青少年育成会議
野洲市金融協議会
旬鮮味処  かつら
栄六自治会連合会

※上記以外に匿名の方にもいただいております。
4月19日現在：152,891円

※上記以外に匿名の方や募金箱等にもいただいております。
4月19日現在  18,120,767円

◆日本赤十字社滋賀県支部  野洲市地区受付分

クリーン中北
野洲幼稚園PTA一同
昭和36年３月 野洲中学校同窓会
野洲市須原憩の会
ふれあいワーカーズ
㈱奥村興業  代表取締役 奥村冨生
㈱奥村興業  社員一同
奥村総合管理グループ  代表取締役 奥村奈津子
奥村総合管理グループ・野洲クリーンセンター 社員一同
野洲経友会
野洲市上町老人クラブ  福寿会
近江ニスコ工業㈱
近江ニスコ工業㈱  役員・社員一同
野洲市商工会・野洲市観光物産協会・大人のプチたび
㈳滋賀県宅地建物取引業協会  近江南支部
吉川更生保護女性会
フレッシュ体操クラブ
近江富士第五区自治会
社会福祉法人  出合いの家
菖蒲自治会
木村義雄
野洲市野洲赤十字奉仕団
野洲市中主赤十字奉仕団
安治自治会
㈱ウェーブ・コーポレーション

吉川婦人消防隊
悠紀体操クラブ
須原自治会
三上学童保育所保護者会
近江富士ボーイズスポーツ少年団
あやめ保育所保護者会一同
㈱魚忠
更女会駅前分団
野洲高等学校
野洲高等学校生徒会
野洲高等学校吹奏楽
祇王学区自治連合会
浄土宗野洲組10円募金活動
川端洋市郎・初美
野洲市国際協会
野洲市役所窓口分
野洲市社会福祉協議会職員一同

敬称略・順不同

わたり
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ファミリー･サポート･センター講習会
子育て支援ボランティア/子育てサークル講座
ファミリー･サポート･センター講習会
子育て支援ボランティア/子育てサークル講座
ファミリー･サポート･センター講習会
子育て支援ボランティア/子育てサークル講座

野洲市子育て支援センター／野洲市ファミリー･サポート･センター共催

～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～

それぞれの講座の開催日10日前までに野洲市ファミリー･サポート･センター　TEL 589 － 5960　FAX 589 － 5783
または、野洲市子育て支援センター　TEL 518 － 0830　FAX 518 － 0831

申込み
問合せ

対象者　・子育て支援ボランティアやファミリー･サポート･
　　　　　センターの活動に関心のある方
　　　　・子育て支援に関心のある方
　　　　・子育て中の方　 ※単項目の受講可
受講料　　無　料
　　　　　　※日赤幼児安全法を受講される方はテキスト代500円
　　　　　　　要…初回受講時に徴収させていただきます。
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日　　時
0５月31日（火）
（ 9：30～11：30）

６月14日（火）
（ 9：30～11：30）

0６月28日（火）
（09：30～11：30）

９月27日（火）
（ 9：30～11：30）

10月 4日（火）
（ 9：30～11：30）

10月18日（火）
（ 9：30～11：30）

10月25日（火）
（ 9：30～11：30）

会　　場

野洲市健康福祉
センター1F
集団検診室

（9/27のみ
　　2F集会室）

内　　　　　　　　　容
◇ 子育て支援センターについて
◇ ファミリー・サポート・センターについて

◇ 地域での子育て支援
◇ 子どもの発達とその理解

◇ 子どもの人権
◇ 講習会前半を終えて　交流会

◇ 赤十字幼児安全法
　 ・子どものケガの予防・手当て等について

　 ・誤飲チェッカー　包帯法等

　 ・子どもの病気と看病のしかた

　 ・緊急対応等の実技

講　　　　　　　師
野洲市子育て支援センター所長
野洲市ファミリー・サポート・センター

子育て支援者
発達支援センター職員

市人権教育課　課長
野洲市社会福祉協議会　課長

日本赤十字社　指導講師

連続して受講された方には日本赤十字社より
修了証が交付されます。

※ 野洲市健康福祉センター…野洲市辻町

ふれあいワーカーズふれあいワーカーズ
平成23年３月に、念願でありました新施設の増築工事も完了し、４月からは多機能

型事業所（就労継続支援Ｂ型・生活介護）として、新たにスタートしました。生活介護
は、日々における生活支援を中心とし、就労継続支援Ｂ型は、就労に向けての支援を中
心に行います。

障がいの程度に関係なく、利用者の方の社会的自立や就労に向け
て、支援していきます。
施設内での下請作業や施設外就労および自主製品の製作もしてお

ります。

当事業所では、ペットボトル・キャップの回収もして
います。数量にかかわらずお引き取りしますので、お
気軽にお立ち寄りください。お待ちしています。

利用者の方々と共に作業やイベントに参加して下さるボランティア
さんを募集しております。随時、ご連絡をお待ちしております。

こんなこと
　　してます

回収しています

募集しています

〒520-2413  滋賀県野洲市吉地1130-1
TEL：077-589-8101  FAX：077-589-8102

http://www.mmjp.or.jp/fureai/　e-mail:fureai@joy.email.ne.jp

お
問
合
せ

やりがい！生きがい！そして自信！一人ひとりが主人公！やりがい！生きがい！そして自信！一人ひとりが主人公！やりがい！生きがい！そして自信！一人ひとりが主人公！

※託児希望の方は受講申込みの際、申し出てください。

（昨年の講習会の様子）

回
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社会・経済構造の変化の中で、雇用・就労形態の変化、失業や低所得による生活困難を抱える人々の増加が、
大きな社会問題となっており、国においては、介護保険、障害者自立支援などの見直しが進
められており、さらに、地域の支え合いや「新しい公共」を進める取り組みがされています。
また、「無縁社会」という言葉が象徴する出来事のなかで地域福祉活動が一段と注目さ
れ、その役割に大きな期待が寄せられるなかで、社会福祉協議会は、地域福祉活動の必要性
を見える形で示していかなければならない状況にあります。
このような中、昨年度からスタートした、第1次野洲市地域福祉活動計画に基づき、「人が
ともに支え合い 安心して暮らせるまち やす」を基本理念の実現に向けて、地域住民や関係
機関と連携しながら、地域福祉の推進に取り組みます。

会務の運営
社会福祉法人としての適切な運営を図るため、次の
会務を実施します。
・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
・個人情報保護への対応
・苦情解決体制の充実
・役職員の研修会の開催

小地域での地域福祉活動の推進
・小地域福祉活動推進事業
・地域福祉推進事業
・子ども会育成事業
・給食サービス事業

地域づくりを担う人づくりの推進
・地域福祉サポーター養成事業

ボランティア活動の推進
・ボランティアフォーラムの開催【新規】
・ボランティアセンター運営委員会の設置
・ボランティア情報の収集・発信
・テーマ別ボランティア講座の開催・組織化
・学校と連帯した福祉教育活動の推進

サロン等交流事業
・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

広報啓発活動の推進
・応報誌「社協やす」の発行

● 地域福祉活動計画の推進
● 法人の健全な事業運営
● 小地域での地域福祉活動の推進
● 介護保険事業、障害者自立支援法に基づく事業の充実

平成23年度

重点事業

実施事業

・ホームページの運営
・広報等音訳事業
・社会福祉大会の開催

相談支援事業の実施
・総合相談事業
・ふれあい電話相談
・相談関係援助者ネットワーク事業

地域福祉権利擁護事業の実施

低所得者福祉の推進
・福祉資金・生活福祉資金貸付事業

ファミリー・サポート・センター事業

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

学童保育所の運営管理

善意銀行運営事業

介護保険事業等
・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
・ひとり暮らし高齢者の自立生活支援事業

障害者自立支援事業
・障害者自立支援法に基づく事業
・障がい者等移動支援事業

社会福祉関係者の協働活動の推進
・福祉団体育成事業
・民生委員児童委員協議会
・赤十字奉仕団
・更生保護女性会
・母子福祉のぞみ会
・介護者家族の会支援事業
・野洲市障害者関係団体連絡協議会の支援

その他地域福祉を推進する活動
・遺族援護事業
・黄色いハンカチ運動の推進
・共同募金運動の推進
・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23年度　一般会計予算  総額 612,469,000円

会費収入
12,986千円
2.1％ 寄付金収入

1,500千円
0.2％

施設整備等
による支出
395千円
0.1％ 財務活動

による支出
110千円
0.02％

平成23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
79,578千円
13.0％

受託金収入
298,182千円
48.69％

事業収入
460千円
0.1％

貸付事業等収入
480千円
0.1％

共同募金
配分金収入
6,985千円
1.1％

経理区分間
繰入金収入
25,817千円
4.2％

財政調整基金
取崩収入

12,778千円
2.1％

繰越金他
12,921千円
2.1％

介護保険等収入
160,782千円
26.3％

人件費支出
466,307千円
76.1％

事務費支出
14,336千円
2.3％

事業費支出
95,930千円
15.7％

貸付事業等支出
480千円
0.1％

助成金支出
9,094千円
1.5％

経理区分間
繰入金支出
25,817千円
4.2％

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 （H23.4.1）

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17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

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

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

福
祉
企
画
課

介
護
事
業
課
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野洲市社会福祉協議会　正規職員 一般職　募集

（平成23年2月11日～平成23年4月10日）

秩父俳句会 様
平成22年度 シニア講座「生きがい塾」有志一同 様
野洲組仏教婦人会連盟 様
浄土宗滋賀教区寺庭婦人会 様
小南自治会エコライフ委員会 様

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

100,000円
2,800円
60,000円
20,000円
7,200円

お問合せ

どなたでもお気軽にご参加ください。

5月18日 ㈬

6月15日 ㈬

期　　日 場　　所 時　  間

※５月 18日については、23年度の総会終了後、
　懇談会を行います。

※参加費（会費）：１回につき 100 円

野洲市健康福祉センター
（辻町433-1） 13：30～15：00

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

5月12日は民生委員・児童委員の日です

善意銀行だより
《金員の部》

匿　名

カーブス守山播磨田 様
駅前東自治会 様
匿　名
小南自治会エコライフ委員会 様

肌着（新品5セット）衣類（新品10着）
タオル35枚

食料品
組立式ジャングルジム

米30㎏
物品

《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。

社会福祉法人  野洲市社会福祉協議会（担当：髙岡）
TEL （077）589-4683  FAX （077）589-5783〒520-2413  野洲市吉地1127番地（ふれあいセンター内）

一般事務および相談援助業務
１名
昭和60年４月２日以降に生まれた方
社会福祉士の資格または社会福祉主事の任用資格を有する方
普通自動車免許（AT限定可）
平成23年７月１日㈮
社会福祉法人 野洲市社会福祉協議会  事務局（野洲市吉地1127番地）
土・日曜日、祝日、年次有給休暇、
年末年始・夏季等の特別休暇、介護・育児休暇制度あり
午前８時30分から午後５時15分まで（8時間勤務）
初任給  大卒の場合  月額172,200円（学歴、経歴等が考慮されます。）
本会の規程により期末・勤勉手当、扶養手当、

通勤手当、住居手当等の支給あり
退職手当、社会保険・雇用保険等への加入あり
【一次試験】日時  平成23年６月４日㈯ 午前９時から
【二次試験】※一次試験の合格者に対して行ないます
予定日時  平成23年６月18日㈯  午後１時30分から
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
平成23年５月25日㈬  午後５時まで

お問合わせ

業務内容
募集人員
資 格

採用月日
就業場所
休 日

勤務時間
給　与等

試 験

申込受付

申込締切日

日頃の介護の不安や悩みについて
一緒にお話しませんか？
日頃の介護の不安や悩みについて
一緒にお話しませんか？
介護を必要としている人の家族や介護に関心のある

人たちが、日ごろの介護について、さまざまな問題をと
もに解決していくために話し合われています。また、研
修を通じてよりよい介護知識の普及を図るとともに、会
員相互の親睦を深め、心身をリフレッシュすることを目
的に活動されています。

介護を必要としている人の家族や介護に関心のある
人たちが、日ごろの介護について、さまざまな問題をと
もに解決していくために話し合われています。また、研
修を通じてよりよい介護知識の普及を図るとともに、会
員相互の親睦を深め、心身をリフレッシュすることを目
的に活動されています。

申し込み方法など詳細は、
　当会へお問い合せください。

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

　（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109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。


