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男塾スタート

これからの生きがいは地域で見つける！
生き生き男性講座

おやじ

キラリ輝く

第２回11⽉22 ⽇
『知っていても損はない！認知症予防と健康』

第１回11⽉15⽇
れながら〜』
『余暇時間を考える〜本格珈琲を⼊

余暇の使い方、意識の

「認知症予防で、今ま

で以上に人との交わり

持ち方について認識を

あらたにしました」

を大切にしたいと思っ

た」

第４回12⽉５⽇
「プロから学ぶ料理の基本～健康献立と料理づくり～」

第3回11⽉29⽇
『沖島にいこう！〜観光ガイドと巡る湖上のまち〜』

「立派なお寺があり、観光客も多くびっくりしました。島の良さが
世にも残せるような行動をしていきたい」

来

初めての経験でした。料理のおもしろさ
と楽しさを知るとともに家人
の苦労を知ることができました。今後は
感謝しながら食事をします。

楽しく仲間を作り、これからの生きがいを地域と共に・・・と感じていただいている約40名の受講生のみなさまとの出会いに感謝し、
職場中心の生活から地域での「初めの一歩」を踏み出すお手伝いができたらと思います。

わたしの募金わたしのまちへ2
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共同募金にご協力いただきありがとうございました

わたしの募金、
わたしのまちへ
赤い羽根の共同募金・歳末たすけあい募金運動には、今年も大勢のみなさまがたのあたたかいお気持ちを
お寄せいただきありがとうございます。
お寄せいただいた募金は、高齢者や子どもたち、障がいのある人たち、くらしづらさを抱えた方のために、
また地域での見守り支えあいの推進、災害時に備えた取り組みなど住民全般の福祉活動のために大切に使わ
せていただきます。

～募金をお寄せいただいた方々と、募金を活用した事業の写真を一部ご紹介します～

10月1日

全国一斉街頭募金（安土地区）

中学生も一緒に地域の方と活動（八幡地区）

レクボラじゃんけんぽん

島学区敬老会

遊びやレクレーションを通じて共に
生きがいや生活の質の向上を目指し活
動しています。

学区内75歳以上の方を招き敬老会を
開催しました。
当日はふれまち協力員の方々にフラ
ワーアレンジメントを作成していただ
き会場が華やかになり皆さんに喜んで
いただきました。

手づくりおもちゃの会
小さな子どもから
高齢者の方までみんなが
楽しめるやさしいおも
ちゃを作っていきます。

障がい児支援団体 安土すまいるの会
障がいのある子どもたちと、保護者、
地域のボランティアと一緒に、楽しい
クリスマスを過ごすことができました。
今後も、障がいのある子どもたちと
のつながりと理解の輪を広げていきた
いです。

宅配弁当サービス「ひかり」
助成いただきありがとうございます。
お陰様で念願の弁当細菌検査と食事つ
くり担当ボランティアの検便を実施す
ることができ大変喜んでおります。
これにより自信をもって作業できます。

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

令和元年度近江八幡市地域力強化推進事業

おたがいさまの地域づくり講演会
住民流の支えあいのコツを学びましょう！
講演
講師

ご近所パワーで助けあい起こし
～『支えあいマップ』で見えてくること～

住民流福祉総合研究所

所長

木原孝久 さん

入場
無料

参加申

込制

日日 時時 令和２年２月５日（水）19：00 ～ 21：00
会

場

近江八幡市総合福祉センターひまわり館

ホール

参加申込制
手話通訳あり

● 申し込み方法
電話・FAX・メールにて下記まで、
お申込みください。
右記2次元コードもご活用ください。

● お問い合わせ/申し込み先
近江八幡市社会福祉協議会 地域福祉課
電話 0748-31-2677 ／ FAX 0748-36-6910
E-mail ohshakyo@gmail.com

主催 近江八幡市社会福祉協議会
後援 近江八幡市学区（地区）社会福祉協議会会長会、近江八幡市民生委員児童委員協議会

おたがいさまの地域づくりが広がっています
小学校区単位で課題共有と解決
に向けた話し合い
金田学区見守り支えあい推進委員会
（令和元年６月〜）
会議のメンバー：自治連合会長、
民児協会長、学区社協会長、まち協会
長、日赤代表、ボランティア代表、
地域福祉推進員、まち協職員等

学区内で孤立死が起きていることから、早期発
見に向けて、自治会単位の見守り支えあい活動の
推進と早期発見の仕組みづくりを検討しています。

自治会単位の見守り支えあい活動
八幡学区 17区福祉委員会 見守りマップづくり
住宅地図に独居高齢者宅など気になる世帯に
印を入れて普段は近所で見守っていこうと
話し合いました。
町内会長を中心に見守り、気づいたことは民生
委員さんへつないでいく取り組みです。
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ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781

小学校区単位で課題の解決に向けた取り組み

くらし応援団おたがいさん岡山発足（令和元年９月）

10月に気軽に立ち寄っていただき、困りごとな
どを相談できる居場所をめざして、カフェを実施。
生活支援活動に向けた話し合いを積み重ねていま
す。（有志による運営）

令和2年1月1日発行

お知らせ
福祉ボランティア講座を開催します！

地域福祉リーダー養成研修

地域にはどんな福祉課題があり、どのようなボラ
ンティア活動が求められているのでしょうか。傾
聴ボランティア「うさぎのみみ」で活動している
ボランティアさんと交流し、活動を行うにあたっ
ての心得や態度を学びませんか？

５回目 介護初めの一歩
～いざという時に戸惑うことなく向き合うために～

近江八幡

日時：令和２年２月３日（月）
13：30 ～ 15：30
実習：
「その方の気持ちになってみよう」

講義：
「ボランティアってなんだろう？」

講師：藤 井 茂 子（市社会福祉協議会職員）
プリンを使った食事介助や車椅子の
操作方法を学びます。



会場：総合福祉センターひまわり館ホール

会場：総合福祉センター

主催：近江八幡市社会福祉協議会

2020年1月
月

場所：総合福祉センターひまわり館（土田町1313番地）

2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

善意

お問い合わせ・申込：近江八幡市社会福祉協議会
TEL 31-2677

どこに相談すれば良いのか…。そんな時は、近江八幡市社協へお気軽にご相談ください。
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。予約不要。

日時：平日の偶数日 13時～16時
日

ひまわり館１階ホール

主催：近江八幡市社会福祉協議会

お問い合わせ・申込：近江八幡市社会福祉協議会
TEL 31-2677

心配ごと相談所



講演：『家族やご近所さんに、介護が必要となったとき』

日時：令和2年2月12日（水）10：00 ～ 12：00
講師：社会福祉法人しみんふくし滋賀
副理事長 成瀬和子さん

つながり未来塾

日

3月
月

火

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

ありがとうございました

水

木

金

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 31

令和元年10月16日

～令和元年12月15日

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

●寄付物品

匿名 おむつ30枚
匿名 こたつぶとん

浄土真宗本願寺派蒲生下組仏教
婦人会連盟
公益社団法人
近江八幡市シルバー人材センター

10,000円

匿名

玄米３０㎏

36,150円

匿名

おむつ52枚

滋賀日産自動車株式会社

日本キリスト教団近江八幡教会

50,000円

八幡学区社会福祉協議会

23,650円

近江八幡商工会議所・安土町商工会
147,000円
合同地域福祉チャリティゴルフコンペ
近江八幡市視覚障害者福祉協会

2,600円

株式会社かんき建設安全協力会

100,000円

車いす2台

アシストケアクラブ近江八幡 シャツ・ガウン・下着
匿名
土田町成和クラブ
株式会社 ケーエスケー
フードバンクびわ湖
堀 豊（共同代表）

玄米６０㎏、もち米１０㎏
タオル62枚
車いす2台
アルファー米38個

石けん6個、缶づめ14個、
匿名 油2本、しょう油2本、
スナック菓子20個

《払出》●物品払出
子 ど も 食 堂 米 等3件・ そ
の他食材3件／災害ボラン
ティアセンター体制づくり
食料品
アルファ米1件／障がい児
支援団体 スナック菓子1件／
生活困窮者 米等3件
障がい福祉施設／おむつ

日用品 等1件

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

