64

No.

社協

う
お みはちまん

令和3年1月1日（発行）

人生百年時代と言われる今日、職場以外の交流が希薄になりがちな退職後男性に、これからの人生を健康で生き生き過ごすため
地域で新しい仲間をつくり地域とつながっていく第一歩を踏み出していただこうと呼びかけ１９名が集いました。

これからの、キラリ輝く おやじ

男塾

時間は十分に持っているので
今後何をしたいかじっくり考えたい

地元の歴史文化を深掘り出
来ました。 一方でそういった
歴史などは研究者などによ
る一過性のものではなく地
元の住民が語り継いで行くこ
とが大切だ

自己紹介を聞き、人生経験、
出身地など実にいろいろな
方ばかりでした。
そんな方々と知り合いにな
れればうれしく思います

第１回 11/6（金）１０：００～１２：００
『早く知るほど活きる。 

認知症予防と健康寿命』
これから必要な情報を実感する講座

第２回 11/１３
（金）９：００～１２：００
『まだ知らない地域を知る。 

近江八幡市の歴史と散策』
観光ボランティアガイドと巡る、知識のお宝さがし

第３回 11/２６
（木）１０：００～１２：００
『地域とのつながり、

先輩達との交流』

職を辞した後、 余暇時間は１０万時間
以上と言われ、この素敵な時間を心身共
に健康でありたいと思うのは全員の願い

これからを考える、知恵をのぞいてみる

です。
近江八幡市も高齢化が進み各地区では
さまざまな課題を抱えています。
おやじ

そのような中で男 達はたくさんの出番
があります。
熱心に受講されておられた方々が、地
域を知り、仲間を得て、初めの一歩をふ
み出されることを楽しみにしています。
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赤い羽根の共同募金への
 ご協力ありがとうございました
～自分のまちを良くするしくみ～として行われている共同募金運動は、
地域や家族のあり方、社会的孤立など住民を取り巻く深刻化した課題に
向き合い、互いに支え合う住民活動へ活かされています。
今年度はコロナ禍で活動が制限される中、それぞれ工夫を凝らしながら
の取り組みとなりました。

八幡中学校生徒会

赤い羽根募金は身近な地域で使われています

長命寺町ささえあえ愛隊

丸の内町見守り訪問

大正琴 「紫音の会」

益田町いきいき百歳体操

◯◯カフェ

ウォーキングでいきいきと（八幡学区）

東川町高齢化社会を考える会

菊プロジェクト（武佐学区）

福祉体験教室

市社協では福祉の心を育むことを目的に福祉施設や地域の福祉団体と連携し、
みんなのふだんのくらしのしあわせについて考える場づくりをしています。

難聴についての学習（島小学校）
車いす体験（岡山小学校）

見えないってどんなこと
（金田小学校）
ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 2
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地域福祉活動計画 推進の取り組み

地域のみんなで進める福祉活動

「私たちは見守り・見守られることが実感できるつながりのある近江八幡をめざします」を地域福祉活動宣言に2017年度～
2021年度の５年間の地域福祉の推進に向けた計画を策定し、取り組みを進めています。

これまでの3年間の推進状況

地域福祉推進委員会

「助けるよという人はいるが、困って

⃝3か年アクションプランを作成し、
具体的目標を定め、達成に向けて取り組んだ

いても助けてという人が少ないのでど

⃝自治会単位の見守り支えあい活動
目標2020に70

学区社協の役割分担や活動整理をどう

うしていくか」、「まちづくり協議会と

2016年20→現在63/169自治会
残りの1.5年で85自治会へ

していくか」「外国籍の人を地域でど
れだけ把握されているか」など活動を

⃝学区単位の居場所
目標2020に10

している中の課題に感じている意見も

2016年3→現在9/10学区
残りの1.5年で10学区へ

いただき、次期計画につなげていきた
いと考えています。

地域の活動者のみなさん、福祉専門職の

⃝学区たすけあいサポートセンター
目標2020に10

みなさん等にお集まりいただき、計画の

2016年0→現在3/10学区
残りの1.5年で10学区へ

推進状況の確認と評価を行っています。

これからの1.5年で
見守り支えあいネットワークの
強化を行う

⃝身近な自治会単位での見守り支え
あい活動を強化する（困りごとの
早期発見）
⃝学区域の話し合いの場を専門職や
企業等も交えて課題解決に向けて
協働できるよう充実させる（話し
あえる関係づくり）
⃝自治会単位では解決できない多様
な困りごとの解決に向けた取り組
みの生み出し（多様なニーズの受
け皿づくり）
⃝解決困難な課題を話し合いの場に
持ち込み、地域で受け止め、解決
に導く（コーディネート）

賛助会費にご協力ありがとうございました
近江八幡市社会福祉協議会賛助会費にご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
近江八幡市社協では、みなさまから納めていただきました大切な会費を財源とし、様々な地域福祉事業を展開して参ります。
今後とも、社協の進める「安心して暮らせる福祉のまちづくり」に、ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

376,500円

総額

12月15日現在

ここに、ご協力いただきました会員様のご芳名を、掲載させていただきました。（順不同・敬称略）
なお、１２月１５日以降にご協力いただきました会員様につきましては、次号（３月１５日発行）にて掲載させていただく予定です。
株式会社 中西モータース

株式会社 ライフ

社会福祉法人 サルビア会

ヴォーリズ老健センター

有限会社 中野電機商会

三原康郎税理士事務所

株式会社 スマイル＆マインド

有限会社 草津介護センター

有限会社 ハタサク

近江八幡市遺族会

近江八幡地区更生保護女性会

近江八幡市赤十字奉仕団

近江八幡市安土赤十字奉仕団

近江八幡市身体障害者厚生会

近江八幡市手をつなぐ育成会

近江八幡保護区保護司会

金田学区民生委員児童委員協議会

島学区民生委員児童委員協議会

馬淵学区民生委員児童委員協議会

武佐学区民生委員児童委員協議会

安土学区民生委員児童委員協議会

老蘇学区民生委員児童委員協議会

近江八幡市保育協議会

大林義孝

西澤典枝

石田幸代

矢野王子

近江八幡市役所職員

八幡学区社会福祉協議会

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781

金田学区社会福祉協議会

武佐学区社会福祉協議会

八幡学区自治連合会

島学区自治連合会

武佐学区自治連合会

島学区まちづくり協議会

武佐学区まちづくり協議会

老蘇学区まちづくり協議会

匿名（５件）

社会福祉協議会役職員
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お知らせ

障がいのある人と関わる

ボランティアをしませんか？
障がいのある人の余暇を応援する事業のお手伝
いのボランティアを募集しています。最初は事務的
なお手伝いをお願いしながら少しず

テーマ型募金の募集について
１/１～３/３１まで

近江八幡
くらし支えあい
応援募金

近江八幡市の「新たな住民同
士の生活支援の仕組みづくり
に使われまます。

近江八幡
子どもの居場所
応援募金

何らかの寂しさを抱えている
子どもたちにご飯のある居場
所でそっと寄り添う子ども食
堂は大人も子どもも元気にな
れる

つ関わりを持っていっていただけれ
ばと思います。
下記までご連絡をお待ちしています。

近江八幡市社会福祉協議会ボランティアセンター

TEL：0748-31-2677

心配ごと相談所

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
2021年2月
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

善意

場所：総合福祉センターひまわり館（土田町1313番地）

3月

4月

日

日

月 火 水 木 金 土
2
3
4
5
6
1
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

月

火

水

木

金

1

2

土
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
令和2年10月16日～令和2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
⃝八幡学区民生委員児童委員協議会
����������������������������������������100,000円
⃝藤田 花�����������������������������1,000円
⃝藤田 愛�������������������������������� 500円
⃝匿名���������������������������������� 19,183円
⃝近江八幡商工会議所安土町商工会
地域福祉チャリティゴルフコンペ
����������������������������������������159,500円
⃝株式会社かんき建設 安全協力会
����������������������������������������100,000円
寄付物品
⃝岡田和久��������������������������� 玄米60㎏
⃝滋賀日産自動車（株）近江八幡店
�������������������������� 車いす介助式 1台
⃝匿名�������������������������じゃがいも20個
⃝フードバンクびわ湖���������������������������
����������������������� カップラーメン108個

⃝道田一雄�������������������������� 玄米50Kg
⃝匿名����������������������衣類（パジャマ6、

かっぽうぎ5、介護用エプロン3、
介護シーツ2他）
⃝匿名����������������紙パンツ22枚入5個、
18枚入7個
⃝川中幸次��������������������������������������������
�������������������� 大人用うす型パンツ2袋
⃝匿名���������鳴門金時さつまいも22個
⃝匿名����������������������������������������������������
�����������電気ケトル1個、サラダ油4本、
栄養ドリンク1箱（10本入）
⃝匿名����������������������������������������� 米2㎏
⃝匿名�������������������������������������� 米20Kg
⃝匿名��������������� お茶（2ℓ6本入）1箱
⃝土田町老人会����������������タオル45枚
⃝匿名������������ 米20Kg、かぼちゃ 1個
⃝滋賀教区浄土宗青年会���������������������

������������������������������������������� 米160Kg
⃝匿名����������������梅干し500g15パック
⃝匿名����������������������������� タオル170枚
⃝近江八幡市赤十字奉仕団�����������������
������������������������������������������� 雑巾25枚

払出
払出物品
⃝生活困窮者
��������������������米等4件、生活用品3件
⃝子ども食堂
����������������������������食品等4件、米2件
⃝市社協�����雑巾25枚、タオル215枚
⃝子ども支援団体���������������������������������
����������������������� カップラーメン108個
⃝福祉施設��������������米9件、食品2件、
介護用品6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

