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令和3年3月1日（発行）

近江八幡ロータリークラブ様、フードバンクびわ湖様、近江八幡市社協で、
新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの子どもさんのいる生活福祉資金の
貸付を受け、希望される世帯に、食糧やお菓子の入ったクリスマスセットお渡
し会を開催しました。
あたたかいクリスマスを迎えていただけたらとの願いを込めて・・・
コロナに負けない地域づくり募金を活用させていただきました。

新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入減少した
世帯を対象として、特例貸付が滋賀県社会福祉協議会において実施されています。
詳しい内容については、滋賀県社会福祉協議会ホームページをご確認ください。
また具体的な内容のお問い合わせや貸付のご相談については、近江八幡市社会福祉協議会へ
お願い致します。令和３年３月末までが申し込み期間となっています。
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じぶんのまちを良くするしくみ

共同募金にご協力ありがとうございました

令和２年度共同募金実績額
赤い羽根募金

５, ６６６, ４２４円

歳末たすけあい募金

３, ９２３, ９９８円

合

計

９, ５９０, ４２２円

赤い羽根共同募金ありがとうメッセージ
不登校講演会を実施し必要な方
へ届けることが出来ました。心が
動いた参加者さんも多く、少し気
持ちを緩めていただけたことと思
います。

当事者団体支援助成

近江八幡市手話サークル

連絡協議会

（令和２年度事業）

• 学区（地区）社協高齢者支援活動

• 子ども体験型福祉活動推進助成（３校）
• 介護予防活動助成（４自治会）
• 見守り支えあい活動助成（１４自治会）
• 命のバトン推進事業助成（４学区）
• 学区域生活支援活動事業助成（３学区）
• 当事者支援団体助成（６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


手話は手話の技術と口型が大切
です。マウスシールドを使いコ
ロナ禍でもスムーズな会話がで
きて大変喜んでおります。


共同募金の主な使い道

• ボランティアグループ助成（１９団体）

蜜柑の木





など

ボランティアグループ助成

武佐小学校

赤い羽根共同募金滋賀の町を良くするしくみ

助成の助成を受け、紙折り機を購入しました。
例年本校４年生と県立八日市養護学
お互いに支えあいのできる福祉のまちづくり
校が交流活動を行う際の教材に使用
（地域福祉活動の推進）に役立てさせていただ
させていただく予定をしていました。 きます。
今年度はコロナ禍で交流活動が出来
なくなり、特別支援学級在籍児と通
常学級在籍児童との交流に使わせて
賛助会費にご協力
いただきます。
子ども活動体験型福祉活動推進校事業助成

小舟木エコ村自治会いきいき百歳体操
助成金でプロジェクター、DVD
プレーヤースクリーンなどを購
入し大きなスクリーンに映され
た映像はすべてがいきいきと躍
動し参加者のモチベーションを
高めています。
介護予防活動推進事業助成

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。
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、地域福祉活動の推進、ボラン
ティアセンターの運営、福祉団体等助成事業
に使わせていただきました。
令和2年12月16日～令和3年2月15日受付分
近江八幡市老人クラブ連合会

2月15日現在 総額

386,500円

近江八幡のまちを良くするために３月３１日までテーマ型を実施しています

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748-32-1781 2
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居場所づくりのグループ

ねこの手

のご紹介

作業を通じて一歩を踏み出したい、居場所が欲しいと思う仲間や、
ボランティアを通じで社会貢献がしたいと思う仲間が集う場所です。
10代から70代まで幅広い年齢が集まり、情報交換の場となっています。

主な活動内容

ろうそくの分別、パンフレットの折りこみ、封入作業など
スケジュール

分別したろうそくは、
エコサイクル商品・着火剤に生まれ変わります

赤い羽根共同募金や各学区に配るチラシの送付準
備をお手伝いしています

【場所】総合福祉センター ひまわり館
【活動日】毎週火曜日の10時から12時（祝日、年末年始を除く）
【問い合わせ先】近江八幡市社会福祉協議会生活支援グループ TEL：32-6111

10：00 ～ 10：35
作業
10：35 ～ 10：45
休憩
10：45 ～ 11：20
作業
11：20 ～ 11：30
あと片付け
11：30 ～ 12：00
ティータイム

見学は随時受付中

お困りごとがあれば社協へ
近江八幡市社会福祉協議会では、身近な相談窓口として、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。

地域福祉
権利擁護事業

食糧支援

失業や疾病など様々な要因によって
「今日食べるものがない」という状
況の方々がおられます。
生活に困っている方の不安な気持ち
を相談で受け止め、市民の皆様から
いただいた食品や赤い羽根共同募金
の助成を受け食糧をお渡しする取り
組みをしています。

子育てボランティアグループが
！
であつまりました！

〈どんなサービスがあるの？〉 〈利用できる人は？〉
①福祉サービスの利用援助
②日常的金銭管理サービス
③書類等預かりサービス

認知症状のある方、 知的障が
いのある方、 精神障がいのあ
る方などで福祉サービスやお
金の管理に不安のある方

近江八幡市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、平成
30年から市内子育てボランティアグループの活動支援、ボラン
ティア同士のネットワークづくりを行ってきました。
昨年、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、子育て中の活
動者自身がお子さんの休校の影響でボランティア活動どころでは
なく、心身の疲労で活動を離れる人が出てきているという話をお
聞きしました。このことから、令和2年7月からオンラインでつな
がりの場を作り、活動状況や悩みを共有し始めました。
その後毎月1回定例でzoomで集まっています。
今後参加者のすそ野を広げていきたいと活動を継続しています。
（活動に関してのお問い合わせは）
近江八幡市社会福祉協議会 ボランティアセンターまで
TEL 0748-31-2677
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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

令和３年度 ボランティア活動保険各種加入のご案内

◆ボランティア活動保険

名称

・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。
・災害ボランティア活動への参加は『天災・地震保障プラン』
への加入をおすすめします。

ボランティア活動保険

◆送迎サービス補償

送迎サービス補償



掛け金
３５０円

・基本プラン

・天災・地震
保障プラン


・送迎サービスの利用者が、送迎サービス実施者の管理下
中に交通事故によりケガをされた場合の補償です。

５００円

１日・１人２０円
最低保険料1,000円
１日・1人２８円～
ボランティア行事用保険
最低保険料560円
・Ａプラン

◆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様々な行事における主
催者や参加者のケガ主催者の賠償責任を補償します。

お問い合わせ・お申し込みは
市社会福祉協議会までどうぞ

☎３１－２６７７

補償期間：令和３年4月1日午前0時～令和４年3月31日午後12時まで
令和３年度分の受付を開始しています。

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
4月

2021年3月
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善意

場所：総合福祉センターひまわり館（土田町1313番地）
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ありがとうございました
令和2年12月16日～令和3年2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
⃝匿名��������������������������������100,000円
⃝匿名���������������������������������� 20,000円
⃝近江八幡教会������������������ 23,422円
⃝藤田花・愛��������������������������1,500円
寄付物品
⃝匿名��������������������������������������大豆7㎏
⃝匿名���������������������������������������米60㎏
⃝匿名���������������������������������玄米150㎏
⃝大阪ガス株式会社�����������������������������
��������������������������� 折り紙大50、小40
⃝関西遊技機商業協働組合�����������������
������������������������������ 自走用車いす1台
⃝フードバンクびわ湖���������������������������
�������������������������� 牛乳200ml120個、
かき39個、ナン37個、
シリアル700ｇ42個170ｇ50個、
牛乳パック33個、菓子1箱

⃝匿名����������������������������������������� 米5㎏
⃝連合滋賀第4区地域協議会���������������
�������������������� 米30㎏

非常食100食

払出
払出物品
⃝生活困窮者����������������������������������������

黒大豆30㎏

����������������� 米等6件、生活用品43件

⃝津田天満宮���������������������������餅20㎏

⃝子ども食堂：15件�����������������������������

⃝匿名�������白大豆40㎏

⃝匿名���������������������������������������米20㎏
⃝匿名���������������������������� 寿司のり10束
⃝匿名�����������紙パンツ1袋、パット2袋
⃝苗村節子��������手づくりマスク200枚
⃝匿名���������������������������������������米10㎏
⃝大宮神社���������������������米30㎏

4袋

米23㎏

1袋

�������������������������� 食品33件、菓子8件、
米1件、切り餅4件
⃝子ども支援団体：6件������������������������
����������� 食品10件、菓子4件、米2件
⃝福祉施設：21件��������������������� 米5件
⃝ボランティア団体6件������������������������
������������� 食品1件、菓子3件、米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

