
篠原第 1・第 2 学童保育所のハロウィンには、「イベントを衛生的に行える

ように」とのご配慮で、保護者会から袋詰めお菓子のプレゼントがありました。

子どもたちは仮面とお菓子につけるカードを、パンプキン、こうもり、猫

などのデザインで作りしました。記念撮影のフォトスポットも手描きイラストや

工作であふれています。

仮面をつければ…　いつもと違うキミに変身！　楽しい一日になりました。

学童保育所 ハロウィン

野洲市社会福祉協議会野洲市社会福祉協議会
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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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❷10月25日（月）

講師：滋賀県地球温暖化防止活動センター
　　　　　　 キャリアアドバイザー　来田　博美さん

地域から活動を始めよう！

講師

地域から活動 始 よう地域から活動 始 よう
しがCO2ネットゼロのまちづくりに向けて

終了しました

TEL：077-589-4683問い合わせ 野洲市社会福祉協議会 地域福祉課

❹ 1月21日（金） 13：30～15：00
講師：ローカリズム・ラボ  代表　井岡　仁志さん

普段からのつながり
予期せぬ出来事のために

❶ 8月20日（金）
講師：エイチアール・エクシード  産業カウンセラー　小出　民雄さん講師

気持ちに寄り添う傾聴術
（9月号に掲載済）

あなたの力を地域で生かしてみませんか？

「何かできることはないかな」「ボランティアに興味があるけど…」という思いを一歩進め、
活動のきっかけになるような講座です。

社協と関係機関との情報交換会をきっかけにつながったひとコマをご紹介したいと思います。

社協で関わりのあったAさんにお声かけしたところ、
とっても素敵な作品を作ってくださいました。見て
いただいた方にも「癒されるわ」とのお言葉をいただき、
あったかい気持ちになりました。地域のみなさんの
得意なこともおつなぎしていけたらと思います。ぜひ
気軽に社協までお寄せくださいね。

関係機関
コロナでイベントが減ったから掲示板が寂しいわ。
職員が折り紙を作ったりしてるんやけど、だれか
お得意な方とかいいひんかな？

社 協 → Aさん
折り紙とか興味ありますか？
もしよかったら一緒に作品作りしませんか？

Aさん
はい。
折り紙は好きです。

（参加者アンケートより）
「地球温暖化やSDGｓなどちょっと難し
そうなことも身近に感じられるように
わかりやすくお話をしていただき、
「自分にできることは何かな」と考える
きっかけになりました。」

❸11月19日（金）

講師：野洲市地域包括支援センター職員・
　　　  認知症サポーターキャラバンメイト

認知症でも安心して暮らせる地域のためにも安心 暮ら る地域症 も安心 暮ら る地域
認知症サポーター養成講座

終了しました

終了しました

参加支援の取組 折り紙ボランティア紹介

北部合同庁舎1階の掲示板（Ａさん作成）

社 協
そうなんや。
そういえばAさん、物を作ったり絵を描いたり
するの好きっておっしゃってたな。

当日参加いただいた方からは、「周囲の人が上手に関わること
で病気の進行を遅らせることができるということに気づきま
した。」などの声も聞かれ、
身近なみんなの問題とし
て熱心に受講していただ
きました。
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野洲市社会福祉大会令和３年度

日　時　　令和４年1月22日（土）13：30～16：00（13：00～ 受付）

場　所　　コミュニティセンターなかさと　大ホール（野洲市西河原2366－1）

内　容　　１）式典　　表彰状・感謝状の贈呈

　　　　　２）講演　 「すべての人が生きがいを持って暮らせる地域づくり」
　　　　　　　　  　　　　　　　　江部自治会　自治会長　　　　山路　和央 さん
　　　　　　　　  　　　　　　　　江部こんなにやっていいん会　黒川　之明 さん

今年度江部自治会会長　山路 和央と申します。2019年度より江部の自治会を任されて３年目にな

ります。江部は、世帯数がおよそ400世帯、人口が1100人ほどの自治会です。この地域には、新興の

住宅もありますが、先祖代々より住まわれている世帯も数多くあり、歴史深い地域と言えると思いま

す。自治会長を任されて、１年目当初は前自治会長のされていた事を踏襲すれば良いと思っていたの

ですが、改めて地域の実情を顧みて、閑静ではありますが何か物足りない、もっと活気があってもい

いんじゃないか、賑わいがあっても、と思うようになりました。前自治会長も、その思いから野洲市

社会福祉協議会に相談を持ち掛け、それを私が引き継ぎ現在に至っています。さて、具体的に何から

取り組もうか？を自治会役員で協議して、先ずは「江部を知ろう」ということで、2019年秋に『江

部のまち歩き』を行ないました。それを実行するにあたり、滋賀県立大学の鵜飼準教授が研究されて

いる「地域診断法」を用いて、社会福祉協議会に助言をいただきながら地元の小学生から高齢者まで

幅広く参加していただき、楽しく有意義なまち歩きを行ないました。詳しいことは紙面の都合上割愛

させていただきますが、その一年で終わらすことなく２年目、そして今年の３年目も江部を盛り上げ

る工夫を考えて活動をしております。その内容については、来る令和４年１月22日（土）に行われる「野

洲市社会福祉大会」において、発表をさせて頂く予定ですので興味のある方、我がまちの活性化の参

考にしたいと思われる方々は是非ご出席いただき、少しでも参考にしていただければ幸いに思います。

最後になりましたが、コロナ禍の現在、皆様方には健康に十分ご留意をいただき健やかに過ごされま

すことを心よりお願い申し上げます。

TEL 077-589-4683　FAX 077-589-5783野洲市社会福祉協議会問い合わせ

江部自治会長「江部のまちづくりに携わって」 山路　和央 さん

今から３年前、『江部の地域を活性化したい。』と、滋賀県立大学 
鵜飼 修准教授 指導の下、地域診断法を活用し、江部の地域につ
いて語り、未来に継承したいものを見つけ出し、その後、子ども
から高齢者まで地域住民を巻き込みながら地域づくりを実践され
ています。　
取り組もうと思われたきっかけや取組までの苦労話。地域づくりのポイントや住民の得意
分野を活かし楽しみながら活動されている内容を発表いただきます。
発表に先がけて　野洲図書館にてパネル展示を行います。（令和４年１月５日～ 13日）
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気になる向こう三軒両隣
ご近所に老人会やサロンには参加されないひとり暮らしの方（認知症あり）がおられ、何かしら気

になっていました。今回、コロナの予防接種の件で東京に住むお孫さんから本人に電話をしても、本

人はさっぱり理解が出来ず双方が困っておられました。お孫さんより隣近所へ様子を見てもらうよう

にお願いされたところ、コロナの予防接種の電話予約から接種当日は同乗で病院まで

付き添い、問診の記入もお手伝いされ無事予防接種を受けることができお孫さんも安

堵されました。この地域ならではのお付き合いがあったからこそ成しえた温かい出来

事でした。このことをきっかけに、ご近所に見守られ支えられながら介護保険サービ

スの利用が始まり、住み慣れた地域で穏やかにお過ごしになられています。

今は家にいるけど、まずは一歩外に出て
みたい人、お家以外の過ごす場所がほしい
人、ちょっとほっこりしたい人へ。
自由に過ごしてもらえる居場所が11月
にオープンしました。いつ来てもいつ帰っ
ても大丈夫ですので、安心して気楽にお越
しくださいね。

ケアマネ活動報告

社協の

まだ名前のない居場所

新しい居場所ができました！

居場所について、わからないことや気になることがあれば、お気軽に社協までお問合せください。

居 場 所 紹 介

場　所：社会福祉法人 野洲慈恵会
　　　　「中北の家」

住　所：野洲市中北97

日　時：毎月 第１火曜日
　　　　（令和４年１月は第２火曜日）
　　　　10：00～ 15：30

地域の空き家を活用した居場所です。昔
は豆腐屋さんだったお家で、その屋号から
『豆吉』と命名。
11月30日にプレオープンし、地域のみな
さんがたくさん集まってくださいました。
『豆吉』は地域の真ん中にあり、昔は地域の
方がなべを持って豆腐を買いに来られてい
た身近な居場所でもあったようです。
今後は、誰もが気軽に寄れる居場所とし
て地域のみなさんと一緒に場をつくって
いきます。

豆　吉

場　所：野洲市安治（昔のお豆腐屋さん）

日　時：1月14日 ・ 2月18日 ・ 3月11日
　　　　（基本毎月第２金曜日）
　　　　10：00～ 15：00

ま め き ち
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ＩＫウェイスト㈱

㈱あいむ

旭化成㈱ 守山製造所

㈱アブラサダ

㈲アメニティ北村

（医）医真会 野村内科医院

㈲岩本自動車工業所

うえだこどもクリニック

㈲魚万桜

㈱ウメムラ

エムシィー(株)

近江ОＦＴ㈱

㈱近江美研

岡鑿泉工業所

奥野印刷㈱

㈱奥村興業

㈱オグラエンジニアリング

オリベスト㈱

角一化成㈱ 滋賀事業所

関西みらい銀行 中主支店

㈱北中工業

㈱きたなかふぁーむ

希望が丘クリニック

㈱希望ヶ丘スポーツプラザ

㈱木村モータース

㈲草津介護センター

京彦木材㈱

㈱京滋建設

㈱ケイロジ

湖東開発㈱

坂本油化㈱

㈲澤本電工

◎賛助会費にご協力いただいた企業・事業所　様 （令和３年８月１日～10月31日）

野洲市社会福祉協議会の活動にご賛同いただきました各自治会、各世帯をはじめ、企業・事業所・関係者
の皆様、社協会費へのご協力、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。

三協高圧㈱

㈱滋賀銀行

滋賀小林精工㈱

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

㈱滋賀ホイストサービス

㈱シナジー

㈱SCREENホールディングス

（医）周行会

（医）翔誠会 おおはし腎透析クリニック

生活協同組合コープしが

㈱タイヨー生コン

田中医院

㈱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

津田木材㈱

㈱テクノ高布

東海電工㈱

東洋産業㈱

㈲ナサ技研

日本発条㈱ 野洲工場

㈱長谷川

㈲ハラダ設備

光タクシー㈱

特定非営利活動法人 陽だまり

㈲ヒューマンケア

㈱ヒラカワ 滋賀事業所

びわこ学園 医療福祉センター野洲

扶二工業㈱

フラワーかわさき

ＮＰО法人ふれあいワーカーズ

㈱堀光

（医）本田医院

ホンダカーズ 滋賀南 野洲店

㈱マツナガ

㈱村田製作所 野洲事業所

名栗㈱

㈱野洲サルベージ

（社福）野洲慈恵会　

㈱野洲製作所

㈱山本管工

（社福）悠紀会

（医）吉川医院

㈱吉川組 中主営業所

レーク滋賀農業協同組合 野洲支店

和光興産㈱

（五十音順、敬称略）

◆賛助会員を募集しています。
（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。
※社協は税額控除対象法人です。社協会費
へのご協力は、寄付金控除の適用を受け
ることができます。

社会福祉法人  野洲市社会福祉協議会
〒520-2423
滋賀県野洲市西河原2400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賛助会費ご協力のお願い

令和3年度

野洲市社会福祉協議会　会費のお礼野洲市社会福祉協議会　会費のお礼
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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。

令和３年12月１5日

滋賀県野洲市西河原2400番地

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

おしらせ版

（令和３年9月１日～11月30日）
《金員の部》

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。

善意銀行だより 義援金お礼

匿名
大畑女子有志 様
リズム体操　あじさいクラブ 様

5,000円
20,000円
60,485円

《物品の部》
堤 敏次 様
三上田中 様
匿名
匿名
阿路川 文子 様
沖田 英夫 様
吉川農業を担う会 様
グリーンちゅうず㈱ 様
平井 稔 様
宮本農園 宮本 泰夫 様
井料 隆仁 様

中村 和男 様

角出 　昇 様
南井 伝治 様
中谷 征史 様
㈱マークファーム 様
木村　志朗 様
こども農園 築山　進 様

紙パンツ13袋
米30㎏
衣類
米30㎏
食材
米45㎏
米30㎏
保存食150個
米30㎏
米60㎏
お菓子30個
（アイス）
米30㎏
もち米5㎏
米30㎏
米35㎏
米30㎏
米30㎏
米30㎏
野菜

野洲市介護者家族の会　 事務局  野洲市社会福祉協議会

各種行事につきましては「新型コロナウイルス」感染防止の観点から中止等になる可能性があります。参加希望の方は事前にお問い合わせください。

TEL 077-589-4683  FAX 077-589-5783問い合わせ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ
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
ちが日頃の介護についていろいろな問題を共に解決していく
ために集まっています。
介護の相談や情報交換等を行い「一人だけじゃない」「仲
間がいる」と参加者相互の親睦を深め、心身をリフレッシュ
します。皆さんの参加お待ちしています。

どなたでもお気軽にご参加ください。

12月15日㈬

１月19日㈬

２月16日㈬

３月16日㈬

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

介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護に関する情
報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場など、皆さんの集いの場
として気軽に参加ください。認知症の人や、家族が気軽に外出で
きる場としてもご利用ください。
対　象

問い合わせ
どなたでも　＊予約不要 参加費 無　料
野洲市地域包括支援センター　TEL 077-588-2337

カフェおこしやす開催中～ ! !

12月７日㈫

１月11日㈫

２月１日㈫

３月１日㈫

※野洲図書館

　健康福祉センター

※野洲図書館

※野洲図書館

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

詳細は野洲市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

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、皆様からの温かいご協力を
いただ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。

受付中 （受付期間） 累計額
令和3年度長野県茅野市土石流災害義援金
（2022年3月31日(木)まで） 264円

令和３年８月大雨災害義援金
（2022年3月31日(木)まで） 559円

令和３年台風第9号等大雨災害義援金
（2021年12月28日(火)まで） 845円

令和３年７月大雨災害義援金
（2021年12月28日(火)まで） 1,932円

令和２年７月豪雨災害義援金
（2022年3月31日(木)まで） 43,579円

平成３０年７月豪雨災害義援金
（2022年6月30日(木)まで） 155,511円

(令和３年10月末現在)
日本赤十字社滋賀県支部　野洲市地区受付分

※会場が変わります

匿名
匿名
西村養鶏場 様

蓮長寺 様 

川端 敏男 様
神山 良晴 様
㈱南農園 様
西村　 健 様
中野 三津夫 様
山口 武男 様
㈱ハートコープしが 様
匿名
匿名
吉田　政明
匿名
滋賀教区浄土宗青年会

日用品
ハンドレールステッキ
玉子2箱
（300個）
お菓子7箱、
お茶1ダース、
ジュース10本 
米4㎏
米10kg
果物 
米15kg
米30㎏
米30㎏
野菜
米25kg
柿120個
米60㎏
ジュニアシート
米２０㎏


