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福祉のお困りごとは､近江八幡市社協へ
地域住民同士の支えあい活動、ボランティ
ア活動など「地域で何かしたい」という思い
を受けとめ、一緒に考えお手伝いをします。
また、ちょっとした暮らしの困りごとの解
決に向けて、取り組んでいます。

◦だれかのために
何かしたい
◦閉じこもりがち
で、近くに通え
る居場所があっ
たらいいな

＊お問い合わせは…

地域福祉推進グループ
TEL：０７４８―３１―２６７７
認知症・知的障がい・精神障がいのある方
など、判断能力が不十分な方への支援として、
相談しながらお金の管理や手続きを行ってい
ます。
福祉の困りごとの相談を受けとめ、必要に
応じて、食糧をお渡ししています。

◦最近忘れ物が多く、福
祉サービスの利用手続
きやお金の管理が不安
◦生活費がなくなり、今
日食べるものもなく、こ
の先どうしようか困っ
ている

＊お問い合わせは…

生活支援グループ
TEL：０７４８―３２―６１１１

◦お出かけをするので、
一時的に車いすを使
いたい

短期間の車いすの貸し出しをしています。
地域の行事で活用いただくレクリエーショ
ン備品を貸し出ししています。

◦地域で行事をするの
に備品を借りたい

＊お問い合わせは…

目

法人運営グループ
TEL：０７４８―３２―１７８１

次

福祉の困りごとは近江八幡市社協へ����� 2
子ども食堂・共同募金・民生委員児童委員�� 3

社会福祉法人

近江八幡市社会福祉協議会

ホームページ

本 所


ボランティア保険・心配ごと相談������� 4

http://ohshakyo.or.jp/

近 江 八 幡 市 土 田 町 1313
TEL：0748-32-1781
FAX：0748-36-6910

E-mail：ohshakyo@gmail.com

支 所



近江八幡市安土町上出908-1
TEL：0748-46-2571
FAX：0748-46-5550

E-mail：ohazuchi@gmail.com

ホームページは
こちら

平成31年3月1日発行

一方的に見守ったり見守られたりするのではなく、子どもから高齢者、
障がい児者、外国人など地域に暮らすだれもが、お互いに支えあいができ、
つながりのある安心して暮らせるまちをめざして取り組んでいます。

見守り支えあいネットワークの推進に関するご相談・お問い合わせ

地域福祉活動推進グループ

TEL 31-2677

福祉の困りごとは、
近江八幡市社協へ

～お互いに見守り支えあいのできる地域づくり～

社会福祉協議会（社協）では、身近な福祉の相談窓口として、行政や地
域包括支援センター等の関係機関、地域の福祉関係団体等と連携し、相談
体制の充実や制度のすき間の課題への対応が図れるよう取り組んでいます。
また、身近な地域で安心して生活が送れるよう、自治会単位の見守り支
えあい活動をはじめ、小学校区単位の話し合いの場や生活支援活動の体制
づくりに地域住民の皆さんと一緒に取り組んでいます。

近江八幡見守り支えあいネットワーク

社協おうみはちまん
最新情報 配信サービス
地域情報満載のお役立ちメール等をお届けします。
近江八幡市社協では、地域活動に関する身近な情報はじめ、
ボランティア活動や各種助成情報などの最新情報をいち早く
お届けするメール配信サービスなどを行っています。
近江八幡市民の方はもちろんのこと、団体などどなたでも
無料でご登録いただけます。お気軽にご登録ください。

主な内容

• 地域活動情報 • ボランティア活動情報
• 助成金情報 など

メール配信サービスのご登録はこちら！
パソコンから

近江八幡市社協
→メール送信サービス

スマートフォンから

検索

QRコードRから
アクセス！

メールアドレス登録画面へ

ＬＩＮＥ＠ はじめました！
QRコードRから
友だち登録または
LINE ID 検索
@gpa3689y

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 2

社協おうみはちまん

わたしのまちの
子ども食堂とは、ごはんを通じて地域ぐるみで子どもを見守り育てて
いく垣根のない居場所です。食堂をきっかけにさまざまな世代がつなが
り、困っている人を放っておかないあたたかなまなざしの地域づくりを
めざしています。近江八幡市内で現在８個所で取り組んでおられます。
むさっ子食堂
はちまん子ども食堂
きりっ子食堂（桐原小）
きりっ子食堂（桐原東小）
スエばあちゃん食堂

長期休み期間中に実施
長期休み期間中に実施
長期休み期間中に実施
長期休み期間中に実施
毎月第２土曜 17：00 ～

ほのちゃん食堂

毎月第３土曜日 11：00 ～

かんちゃんの小さな家  ホットルーム
（多文化共生・地域交流）
みんなの食堂「おほりばた」

武佐コミュニティセンター
八幡コミュニティセンター
桐原コミュニティセンター
桐原東小学校
正明寺門徒会館（末広町）
社会福祉法人ほのぼの会内
多目的スペース有楽庵

毎月１回 10：30 ～

安土コミュニティセンター

毎月第１日曜日 12：00 ～

おほりばた（孫平治町）

● 活動が継続できるよう、共同募金テーマ型募金「子どもの居場所応援募金」実施中です。●
子ども食堂に関するお問い合わせ先

地域福祉推進グループ

TEL 0748-31-2677

共同募金にご協力ありがとうございました。
じぶんのまちを良くするしくみ

共同募金の主な使い道

平成30年度共同募金実績額
赤い羽根募金
5,710,373円
歳末たすけあい募金 4,047,256円
合
計
9,757,629円

3月31日までテーマ型募金実施中！

くらし支えあい応援募金（住民主体の生活支援活動のために）
子どもの居場所応援募金（子ども食堂の運営のために）

・学区（地区）社協高齢者支援活動助成
・介護予防活動助成（6自治会）
・見守り支えあい活動助成（17自治会・6団体）
・ボランティアグループ助成（11団体）
・歳末当事者支援団体助成（9団体）
・学区（地区）社会福祉協議会歳末活動助成
・市 社会福祉協議会が実施する、ひきこもりが
ちな方の居場所づくり、災害ボランティアセン
ターの体制づくり、生活支援の体制づくり

など

～広げよう地域に根差した思いやり～

近江八幡市民生委員児童委員協議会
民生委員児童委員は、地域における相談・支援を担っています。
民生委員児童委員とは…

主な活動

主任児童委員とは…

・守秘義務の遵守の上、生活上の

さまざまな相談をうけます。
・地域をいつも見守っています。
・福祉に関する情報提供をします。
・関係機関・団体等につなぎます。
・地域福祉の推進に協力します。

民生委員児童委員は、広く社会の実情に通じ、社会
福祉の増進に熱意のある住民が、地域から選ばれ活動
しています。常に地域住民の立場に立って、相談に応じ、
行政等とのつなぎ役として、広く支援を行っています。
現在近江八幡市では、195名が活動しています。
民生委員児童委員の中には、主に児童に関すること
を担当する主任児童委員がいます。
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ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781
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お知らせ
充実したボランティア活動を継続的に行うために
平成31年度 ボランティア保険 受付開始！
◆ボランティア活動保険

◆その他の保険も受け付けています。

ボランティア活動中の事故によるケガや賠償責任に
対応する保険です。保険料と補償は平成30年度と変更
ありません。

◦ボランティア行事用保険
地域福祉活動やボランティア活動の行事における
ケガなどを補償
◦福祉サービス総合補償
在宅・地域福祉サービスのケガなどを補償
◦送迎サービス補償
移送・送迎サービス中のケガなどの事故を補償

保険料

Aプラン

Bプラン

基本タイプ

３５０円

５１０円

天災タイプ

５００円

７１０円

天災タイプは地震、噴火、津波に起因するケガを
補償するものです。
年度途中の加入の場合、加入手続き完了日の翌日
から３月末日までが補償期間となります。

心配ごと相談所
日

月

火

金 土
1
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3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

善意

水

木

近江八幡市社会福祉協議会 地域福祉課
地域福祉推進グループ・ボランティアセンター
（総合福祉センターひまわり館内） ☎ 0 7 4 8 - 3 1 - 2677

どこに相談すれば良いのか…。そんな時！社協へご相談ください！社会福祉協
議会では、平日の偶数日 に心配ごと相談を行っています。予約はいりません。

日時：毎月平日の偶数日 13時～16時
３月

受付・問い合わせ先

場所：ひまわり館（土田町1313番地）

４月

５月

日

日

月 火 水 木 金 土
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

ありがとうございました

月

火

水 木 金 土
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

平成30年12月18日～

平成31年2月10日分

地域福祉等のため、次のとおりご寄付をいただきました。助けあいや地域福祉活動等の支援に
大切に活用させていただきます。皆さまのご厚意に厚くお礼申し上げます。（敬称略・順不同）

《預託》●寄付金
のぞみ食堂

30,000円

武地

藤田花

2,000円

藤田愛

1,000円

匿名

車いす１台・手押し車１台

匿名

児童遊具

食品

米等３件、
生活困窮者

匿名

米90Kg

匿名

介護用品等

日用品

テレホンカード１件、
生活困窮者

衣料品

服１件、生活困窮者

児童遊具

市社協子育て支援事業

野村町自治会歳末もちつき大会バザー 16,450円
●寄付物品
匿名

米60Kg

大阪ガス（株）滋賀地区
支配人船谷昭夫

折り紙大小
各60セット

近江八幡市赤十字奉仕団 雑巾30枚

嘉男

タオル76本

●フード・生活必需品バンク受付
匿名

テレホンカード・洗剤

匿名

洗剤

匿名

ハンドソープ・ラップ

《払出》●物品払出

この広報紙は会費と共同募金の助成金で
つくられています
●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 4

