
ファミリー・サポート・センターとは、子育ての

手伝いをしてほしい人（おねがい会員）と、お手伝いできる人

（まかせて会員）が会員となって、お互いに助け合う組織で

す。「おねがい会員」、「まかせて会員」の両方（どっちも会員）

に登録することもできます。　☎ 077－589－5960

令和４年２月１日から、
野洲市内に勤務して
おられる方も、まかせて
会員に登録いただける
ようになりました。

まかせて会員さん

大募集中です！

ファミリー・サポート・センターは、
子育て家庭を応援しています！

サポートが始まるまでに「初めまして」の顔合わせ （事前打合せ）

車のサポート

野洲市社会福祉協議会

みんなで育む安心のまち　「おたがいさま」と「少しのおせっかい」
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ひだまり友遊クラブ （久野部東自治会）
『久野部東に住んで良かった！』と感じられる地域を目指して

昨年度から話し合い、活動を重ねてこられた「ひだまり友遊

クラブ」のみなさんにお話をお伺いしました。

自治会も発足以来40年近く経ちました。当初は働き盛りの世帯がほとんどでしたが、現在は

70才以上の世帯が７割近くを占めるほど高齢化が進んでいます。 ふりかえって個々の人が歩

んできた経験・環境等の違いからか、また普段の忙しさからか、ともするとお互いが疎遠にな

りがちな地域でもありました。コロナ禍による社会的変化が進む中、これを機に高齢者が住み

慣れた地で、安心して、元気に、生き生きと暮らせるよう、一緒に何か取り組みができないかと

の思いから、地域の皆さんに声をかけました。

久野部東自治会
1980年代に開発された新興住宅地
世帯数：226　 
高齢化率
（65歳以上の人口が占める率）：49.0％ 

（令和3年4月1日現在）

活動につながったきっかけは？Ｑ

Ａ

７５歳以上の一人世帯の方のお宅を訪問し、日々の生活についてお話を伺いました。 特技を

持った方がたくさんおられますが、年齢とともに活動が減っておられるようです。お聞きした内

容をもとに、茶話会やミニバスツアーなどを行いました。今後も地域のみなさんの特技を生かし

た集まりの場なども企画したいと思います。

また、「ひだまり友遊クラブ便り」を作成し、自治会内で回覧して活動紹介とともに随時仲間を

募集しています。

これまで取り組まれた活動を教えてください。Ｑ

Ａ

とても和やかな雰囲気でお話を聞かせてくださ
った（左から）湯浅さん、中村さん、田中さん。
「みんなで一緒にお互いの顔が見える地域にし
ていきたいなあ」といろいろなアイディアを出し
合っておられます。

ひだまり友遊クラブという名前には、「暖かい日差しの
中、友と語らう交遊の場」を地域に広げようという思いが
込められているとのこと。
みんなが生きがいをもって活動できる場、仲間づくりが
すすみ、「久野部東に住んでよかった！」という合言葉が
地域に広がっていくよう、これからも活動を応援していき
たいと思います。

（地域福祉課  T ）

茶話会にてみんなで話し合いをしました

地 域 の 動 き 紹 介
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【福祉功労者】
社会福祉関係施設・団体などの役職員として、多年にわたりご尽力された方々です。

【福祉功労団体】
社会福祉事業に対して率先して活動をされ、多年にわたり社会福祉活動に貢献された団体です。

北百歳体操クラブ 様（北自治会）

【野洲市社会福祉協議会会長感謝】
本会の善意銀行に多額または永年に渡り浄財をご寄付いただいた方です。

大生産業株式会社 様　　　　大畑女子有志 様

令和3年度野洲市社会福祉大会は、新型コロナウィルス感染症の影響を考慮し、
やむを得ず中止となりました。今年度の被表彰者等のみなさまを広報にてご紹介
します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

（順不同）・（　）＝推薦団体

令和3年度　野洲市社会福祉協議会　会長表彰・感謝状／滋賀県共同募金会感謝状

野洲市社会福祉協議会会長表彰

社会福祉事業並びに共同募金運動にご理解いただき、多額の募金をお寄せいただいた方々です。

京セラ株式会社 滋賀野洲工場 社員一同 様  野洲一心会 様

株式会社 あいむ 様    金光教 篠原教会 様

野洲地区更生保護女性会 様   野洲市立北野小学校 様

滋賀県共同募金会感謝状（伝達）

受賞者のご紹介受賞者のご紹介

永田　征二 様（野洲市遺族会)

橋本美智子 様（北比江自治会）

斉内美代子 様（野洲市野洲赤十字奉仕団）

辻　さち子 様（野洲市健康推進連絡協議会）

神嵜　悦子 様（野洲市健康推進連絡協議会）

谷　とよ子 様（野洲市老人クラブ連合会）

北山　雅也 様（野洲市社会福祉協議会）

尾塲半右衛門 様（野洲市遺族会）

川端　初美 様（野洲地区更生保護女性会）

苗村　節子 様（野洲市中主赤十字奉仕団）

田渕　勝美 様（野洲市健康推進連絡協議会）

秀　　節子 様（野洲市健康推進連絡協議会）

黒木　　稔 様（野洲市社会福祉協議会）

冨田　眞至 様（野洲市社会福祉協議会）
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令和４年度 ボランティア保険の加入手続きが始まりました。

　日本国内のボランティア活動中におこ
る様々な事故に対する備えとして、無償
で活動するボランティアの方々のために
発足した保険制度です。

TEL：077-589-4683　FAX：077-589-5783

地域福祉活動やボランティア活動の一環として行う各種行事における様々な事故に対する備えとして発足した保険制度です。

ボランティア保険加入のご案内ボランティア保険加入のご案内

ボランティアコラム紹介

お申込み・問い合わせ先

ボランティア行事用保険

ボランティア活動保険

基本プラン

天災・地震補償プラン

宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に
特定できる行事（1日・1名につき）

宿泊を伴う行事（1日・1名につき）

宿泊を伴わない、かつ参加者が事前に
特定できないＡ１区分行事
（1日・1名につき）

・最低20名分の保険料が必要です
・参加者名簿は、加入申込人が保管し
て下さい

・加入申込時に名簿の提出が必要です

・最低20名分の保険料が必要です
・開催場所の制限があります

A１：28円
A２：126円
A３：248円
＊内容の危険度による区分

1泊2日：241円　 2泊3日：295円
3泊4日：300円　 4泊5日：354円

28円

保険料

350円

500円

※補償期間…加入日の翌日から、
　　　　　　令和５年3月31日まで。

※保険料振込等の手続き、振込手数料110円の負担は加入申込人でお願いします。　※行事開催日の1週間前までに申込してください。

Ａプラン

保　　険　　料 備　　　　　考

Ｂプラン

Ｃプラン

移送・送迎サービスにおいて、その利用者の傷害事故に対する見舞金制度として発足した保険制度です。

送 迎 サ ー ビ ス 補 償

送迎サービス利用者（利用者特定方式）

特定した自動車に搭乗中の送迎サービス
利用者、同乗者（運転手を含みます）
（自動車特定方式）

・1申込につき最低保険料1,000円
・利用者名簿は、加入申込人が保管し
て下さい

・営業用自動車の加入はできません

1日・1名につき20円

法定乗車定員　1名　2,000円

Ａプラン

保　　険　　料 備　　　　　考

Ｂプラン

野洲市社会福祉協議会

（村上 真由 さん）
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地域福祉権利擁護事業
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！

Q１. どんな人が利用できるの？

Q２. どんなサービスが受けられるの？

Q３. どうやったらサービスが利用できるの？

自分ひとりで判断をすることに不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。
たとえば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が対象です。

　福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利用料などの支
払い手続き、年金や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。

まずは、社会福祉協議会までご連絡ください。
生活に対する困りごとや悩みごと、こんな風に暮らしたいという希

望はそれぞれ違います。私たちはそんな一人ひとりの暮らしをしっかり
とサポートできるように一緒に考えていきます。気軽にご相談ください。

日常的金銭管理サービス 書類等預かりサービス福祉サービスの利用援助

野洲市社協 障がい者相談支援センターをご利用ください

障がいのある人やその家族が身近に相談できる場所として、野洲市社会福祉協議会内に
『野洲市社協 障がい者相談支援センター』を開設しています。
障がい者相談支援センターでは、生活上の相談や障がい者福祉
サービス全般の相談について、窓口や電話等で相談員が対応し、
必要がある場合は訪問等での相談対応もしております。
相談は無料です。 お気軽にご相談ください。

相 談 日　 月～金曜日  ※祝祭日・年末年始を除きます
相 談 時 間　 午前８時30分～午後５時15分
問い合わせ　 TEL 077－589－6664　FAX 077－589－5783

こんな時に

ご相談くだ
さい

障がい福祉サービスって何？
どうやって利用するの？

外出したいけれど一人では
不安だなぁ… 仕事についていけない

のですが、どうしよう？

心配なことや不安なことが
たくさんあるけど、何から考
えていけばいいのかなぁ…

書類やお金の管理を
しないといけないので
すが、自分だけでは難
しいなぁ…

自分が高齢になってきた
ので、障がいのある子ども
の将来が心配です…
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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、皆さまからの
活動資金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。

問
い
合
わ
せ TEL  077-589-4683　FAX  077-589-5783
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）

令和3年度 社資（令和4年1月31日現在）

一般活動資金 4,191,153円

25,000円

4,216,153円

法人活動資金

合　　計

日 本 赤 十 字 社 活 動 資 金 の お 礼日 本 赤 十 字 社 活 動 資 金 の お 礼日 本 赤 十 字 社 活 動 資 金 の お 礼日 本 赤 十 字 社 活 動 資 金 の お 礼

昨年10月１日から全国一斉に「赤い羽根共同
募金運動」、また12月１日から「歳末たすけあい募
金運動」を実施しましたところ、自治会を通じて市
民の皆さまをはじめ、各種団体さまより多くの善
意を届けていただき誠にありがとうございました。
皆さまからお寄せいただきました共同募金は、
誰もが住みなれた地域で安心して暮らすことがで
きるよう、様々な福祉活動に活用させていただき
ます。
今後とも、共同募金運動に皆さまのご理解とご
支援をお願いいたします。

令和３年度 募金実績額 （単位：円）

募金方法
戸別募金
法人募金
学校募金
職域募金
個人募金
その他募金
合 　 計

赤い羽根共同募金
3,153,808
20,000
69,669
323,152
7,755
3,629

3,578,013

歳末たすけあい募金
2,502,683
90,000

0
1,170,421
14,661

0
3,777,765

◎赤い羽根共同募金（法人・学校・職域）

◎歳末たすけあい募金（法人・学校・職域）

近江OFT㈱
オリベスト㈱
祇王学区民生委員児童委員協議会
北野学区民生委員児童委員協議会
京セラ㈱ 滋賀野洲工場 社員一同
篠原学区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
三上学区民生委員児童委員協議会

（五十音順・敬称略）

野洲学区民生委員児童委員協議会
野洲市商工会
野洲市シルバー人材センター
野洲市中主赤十字奉仕団
野洲市立祇王小学校
野洲市立北野小学校
野洲市立篠原小学校
野洲市立中主中学校

アキレスボランティア委員会 
あやめ保育所
ぎおうの里
祇王明照保育園
京セラ㈱ 滋賀野洲工場 社員一同 
京セラ㈱  
京セラ労働組合  
グロービス㈱こすもす  

アキレス㈱（靴）
金光教篠原教会（白米）

【物品】

野洲市立中主小学校
野洲市立三上小学校
野洲市立野洲北中学校
野洲市役所
野洲地区更生保護女性会
野洲市社会福祉協議会

金光教篠原教会  
滋賀中央信用金庫  
篠原仏教会  
出合いの家  
野風草  
陽だまり  
㈱フリーライフ
ふれあいワーカーズ

三上仏教会  
野洲一心会  
野洲市中主赤十字奉仕団  
野洲市野洲赤十字奉仕団  
野洲地区更生保護女性会
野洲市社会福祉協議会

赤い羽根共同募金運動・歳末たすけあい募金運動
ご協力ありがとうございました
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京セラ株式会社
滋賀野洲工場社員一同様から
指定寄付をうけました。
京セラ株式会社 滋賀野洲工場 社員一同様よ
り野洲市社会福祉協議会に指定寄付を受けまし
た。毎年積立させ
ていただき、福祉
推進のための車両
や福祉用品等の購
入に活用させてい
ただきます。

基金運営事業

令和３年度  歳末たすけあい募金配分事業報告
皆さまからいただいた善意の募金によって、このような事業を実施させていただきました。

合計金額　　3,772,752円

238世帯　484名　計2,864,000円

19施設・団体　計475,000円福祉施設等助成事業
野洲市内の福祉施設及び団体を対象に、年末年始の交流活動事業・施設整備への助成を行いました。

要保護世帯等支援事業
民生委員・児童委員のご協力を得て、野洲市内のひとり親世帯、高齢者世帯、障がい者世帯、疾病等による

要介護世帯の方等を対象に、温かいお正月を迎えてもらうために、配分金をお渡ししました。

ひとり暮らし高齢者等友愛訪問事業
障がい者作業所に作成依頼したカレンダーを地域の

民生委員・児童委員のご協力を得て、ひとり暮らし

高齢者等のお宅を友愛訪問してもらい、安否確認や

見守りを兼ねてお届けしました。

1,240部　計433,752円

㈱赤坂組 様
天音 様
㈱花のオカダ 様
㈲吉川ばじろ商店 様

◎賛助会費にご協力いただいた
　企業・事業所　様

（令和３年11月１日～令和４年１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。

（五十音順）

令和3年度

野洲市社会福祉協議会 会費のお礼

ある日のふれあいサロン
お越しになった方が「これ見て」と見せてくれ
たのは、歳末たすけあい配分事業で作成した
カレンダー。
「毎月民生委員さんが訪ねてきてく
れて、年末には毎年このカレン
ダーを届けてくれるのがとても嬉し
い『ありがとう』」と笑顔で話してく
れました。
こちらこそ「ありがとう」の気持ち
でいっぱいになりました！
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おしらせ版

（令和３年12月１日～令和４年２月15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

照永寺 門徒一同 様
JAレーク滋賀 女性部 守山野洲支部 様
立入　美惠子 様
遊林寺 様　
大畑女子有志 様
匿名
株式会社 橋詰電気工業所 滋賀支店 様
野洲組仏教婦人会連盟 様

12,000円
30,000円
3,000円
10,000円
20,000円
12,320円
100,000円
30,000円

三上仏教会 様
有限会社 草津介護センター 様
JAレーク滋賀 女性部 守山野洲支部 様　
有限会社 ケイファーム 様
匿名　
匿名
東郷　正明 様
大畑女子有志 様
大阪ガス株式会社 滋賀事業所 様　

匿名
中野　弥佐男 様
匿名
匿名
四ツ家　八幡神社 様
匿名（虫生）

米68㎏
不織布マスク2,400枚

米55㎏
米40㎏
米30㎏
米60㎏

もち米6㎏
雑巾

折り紙　大50セット　小40セット
果物1箱
米30㎏
米30㎏

餅
餅
野菜

《物品の部》

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。

３月16日㈬

４月20日㈬

５月18日㈬

野洲市
健康福祉センター
（辻町433-1）

野洲図書館
（辻町410）

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～ ! !

４月19日㈫

５月10日㈫

６月７日㈫

７月５日㈫

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）

955円

令和３年８月
大雨災害義援金

（2022年3月31日(木)まで）
1,578円

令和２年７月
豪雨災害義援金

（2022年3月31日(木)まで）
43,994円

平成３０年７月
豪雨災害義援金

（2022年6月30日(木)まで）
156,354円

(令和４年１月末現在)
日本赤十字社滋賀県支部　野洲市地区受付分


