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新年あけましておめでとうございます。
昨年は当会の地域福祉活動にご支援、ご協力ありがとうございました。
本年もよろしくお願いします。
地域福祉推進委員会

地域福祉活動計画に向けて、
市域の福祉に関する課題の共
有、取り組みの振り返り、今
後の方向性について協議を重
ねています

「おたがいさま」の心でつながる参加
と支えあいのまち近江八幡をめざして
令和４年度からの第３次地域福祉活動
計画策定に向けて地域福祉活動者の皆
さんと話し合いを進めています。
身体・知的障がい者相談員及び
市民生委員児童委員協議会会長会
の意見交流会

互いに地域で相談活動をしているもの同士、顔
の見える関係を作り、お互いの交流を通して地域
における障がい者へのかかわり方や連携ができる
ように交流会を行いました。
相談できるところがあることをもっと地域に
知ってもらい、今後の生活のヒントやどこかでだ
れかとのつながりをもつことができるようにと意
見交換しました。

学区（地区）社協交流会

地域福祉活動計画の策定に向けて地域における生活課題を出し合い今後の対
応策を協議する中で「それを受け止める地域組織になっているのだろうか？新
たなことに取り組む余裕がないし、地域の担い手不足だ。」などの声が上がり、
向こう10年間でどのような地域コミュニティの基盤づくりを行っていくのか
について考える場を持ちました。
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令和３年度

近江八幡市社会福祉功労者 表彰式

令和３年11月１日㈪

近江八幡市文化会館小ホールにて開催

新型コロナウイルス感染症の影響に
より、社会福祉大会が中止となったた
め、永年、社会福祉の推進に貢献され
た方々へ表彰し、感謝の意を表するた
めに今年度は、社会福祉功労者表彰式
を開催いたしました。受賞者のみなさ
ま、おめでとうございました。今後と
も社会福祉にご尽力賜りますようよろ
しくお願いします。

受賞者ご芳名 （順不同・敬称略・一部常用漢字で記載）
市長表彰（25個人・２団体）
永年にわたり社会福祉の発展のため貢献され、その功績が顕著な方々
伊藤篤子

西村金兵衛

梅村和夫

川口数雄

髙畑善憲

中守信子

廣瀬博

藤田一吉

大西増美

中村三千男

三宅圭子

水野敏一

金築奈美子

奥村玲子

中江義一

今別府一文

西田勉

米山幸伸

大橋実宣

岡村美惠子

村山栄一

安田利行

村上順子

金澤滿

西村好一

倉橋部町自治会ふれあいサロン

七津屋自治会ふれあいサロン

社会福祉協議会長表彰（30個人・２団体）
民生委員・児童委員、保護司、福祉推進員や福祉施設・団体の役職員等をされ、その功績が顕著な方々
並びに、地域福祉の向上に努められ、その功績が顕著な方々
山梶賢隆

今西健

村川君代

岩越馨紀里

河村明子

保井ひろみ

中村裕子

速水一彦

峠岡麗子

柳瀬有希子

川村節子

矢倉敬一

田中常夫

塚本美幸

野田禮喜

林桐子

福井芳子

高山奈津子

嶋田美季

岡本美恵子

徳永貴也

岸くるみ

服部伸子

長岡祥子

小川公子

中江由紀子

堀田朝奈

安井雄飛

古川生子

三田八千代

石寺やまびこ会

上出むつみ会

社会福祉協議会長感謝状（４団体）
社会福祉活動に対し、多額の浄財・物品を寄付いただいた方々
近江八幡商工会議所・安土町商工会合同地域福祉チャリティゴルフコンペ
八幡学区民生委員児童委員協議会

株式会社かんき建設安全協力会

西本郷町旧６区自治会
ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781 2
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令和４年度〜令和８年度の５年間の地域福祉活動の方向性を示す計画を策定しています。

第３次近江八幡市地域福祉活動計画（案）
基本理念：おたがいさまの心でつながる参加と支えあいのまち近江八幡

⑴お互いを思いやるまちをめざします
〜人づくり〜

①一部の人だけではなく、みんなが関わり、とも
に歩める地域にしたい
福祉活動の参加につながる情報発信
地域福祉リーダーの育成
ボランティアのきっかけづくり（活動支援）

②違いを認め合い、
「おたがいさん」を次の世代に
伝え、「助けて」と言える地域にしたい

地域共生社会の実現に向けた福祉教育、啓発活動
の推進
多様性を認め合い、それぞれの主体性を発揮でき
るような参加につながる場の促進（参加と交流の
きっかけづくり）

⑵参加とつながりによる支えあいのまちを
めざします〜つながりづくり〜

①思いを語りながら、誰もが自由に集まり、学べ
る場がある地域にしたい
協議･協働のための話し合いの場づくり
日常生活圏域における多様な人が集う地域拠点づくり
社会福祉法人との連携強化
行政、関係機関、企業等との連携
身近な地域で子どもから大人までつながれる

②一人ひとりができることを活かせて、喜びやつ
ながりが実感できる地域にしたい
身近な地域の見守り支えあい活動
社会参加できる場づくりの推進
困りごとを抱えた方同士が安心して過ごせる居場
所づくり
当事者組織の活動支援

⑶安心して暮らせるまちをめざします
〜基盤づくり〜

①困った時に身近に相談できる人がいて、必要な
人に支援が届く地域にしたい

つながりから困りごとを受けとめ、スムーズに専
門職につなげるしくみづくり
地域福祉担当職員による地域に出向いての活動
推進、関係機関との連携強化、
総合相談体制強化、生活困窮世帯支援、地域福
祉権利擁護事業の充実、
民生委員児童委員等との連携強化

②くらしを支えるコミュニティ基盤が持続できる
地域にしたい
見守り支えあいネットワークの推進（行政、関係
機関との連携）
複雑多様化する福祉課題に対する地域コミュニ
ティの基盤づくり
学区社協活動の基盤強化
災害支援の仕組みづくり
災害ボランティア体制のさらなる推進、地域に
おける福祉と防災の連携支援
社会福祉協議会の基盤強化
地域福祉推進体制の強化、地域福祉活動の財源
確保

計画に関するご意見を募集しています。

メールにて、氏名・住所・電話番号を記載の上、どの項に関すること
かを明記いただき1月20日までにご意見をお送りください。ohshakyo@
gmail.com 詳しくは近江八幡市社協ホームページをご覧ください。

音楽療法士 西川一子さんと
デイひまわりをオンラインでつないで
音楽レクリエーションを開催しました。

ʻʼ会えないけれどつながれるʻʼ

〜オンラインボランティア
ＺＯＯＭでレクリエーション〜
コロナ禍で福祉施設などへのボランティア活動が延期や中断を余儀なく
され、ボランティアグループは活動再開の機会を待ち望んでおられている
中、オンラインに詳しいボランティアの方と条件が整った施設とをつないで
ＺＯＯＭを使ってレクリエーションを開催することが出来ました。
今後も広げていきたいと思いますのでオンライン開催にご協力いただけ
るボランティア団体や施設がありましたら、是非ご連絡お願いします。
3

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781

平素より社協事業でのオンライン開
催にお手伝いいただいているオンラ
インサポーターの皆さんとともに

令和4年1月1日発行

賛助会費にご協力ありがとうございました

総額429,000円

12月15日現在

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。
（敬称略・順不同）

●近江八幡市手をつなぐ育成会
●八幡学区民生委員児童委員協議会
●金田学区民生委員児童委員協議会
●桐原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
●北里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
●堀川貞雄
●小西勉
●石田幸代

心配ごと相談所

●矢野王子
●近江八幡市役所職員
●八幡学区社会福祉協議会
●島学区社会福祉協議会
●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
●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
●社会福祉協議会役職員
●グリーン近江農業協同組合

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
2022年1月
日

月

火

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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善意

●近江八幡市身体障害者厚生会
●近江八幡市遺族会
●有限会社 ハタサク
●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
●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
●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

金

日

月

火 水 木 金 土
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火 水 木 金 土
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20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

ありがとうございました
善意銀行

令和3年10月16日〜令和3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。助け合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 ······································ 20,000円
近江八幡商工会議所・安土町商工会
合同地域福祉チャリティゴルフコンペ
··········································· 180,437円
株式会社中尾ハウジング
··········································· 100,000円
株式会社かんき建設 かんき建設協会
··········································· 100,000円
匿名 ······································ 10,000円
寄付物品
山田秀樹
············ 紙オムツ１袋、尿取りパット４袋
井上農園 ·····························玄米２００㎏
苗村節子 ······························· 玄米９０㎏

西村正弘
············さつまいも２５㎏、かぼちゃ３㎏
土田町老人会成和クラブ ····タオル４８枚
滋賀教区浄土宗青年会 ········ 玄米３０㎏
蒲生弘太郎 ···························玄米60㎏
金田学区社会福祉協議会
·································· 尿取りパット42袋
近江八幡市赤十字奉仕団
········································ ぞうきん32枚
匿名
···· 玄米４４０㎏、野菜５㎏、食品69点、
日用品45点、衛生用品57点、
衣類116点、寝具8点、
暖房器具2点、文房具29点
払出
払出物品
生活困窮者
··· 食料品10点

衣類1点、日用品1点

小規模多機能居宅介護事業所5か所
··········紙オムツ3点、尿取りパット9点、
紙パンツ11点、玄米１５０㎏
認知症対応型共同生活介護10か所
············································ 玄米300㎏
障がい者作業所6か所······· 玄米180㎏
ボランティア団体1か所 ········玄米30㎏
子ども食堂6か所
························ 玄米60㎏、野菜33㎏、
オイル10本、砂糖2㎏、お菓子1箱
市社協介護事業所 ··············衣類22点、
タオル30枚、紙パンツ1点
放課後デイサービス事業所2か所
···············································玄米60㎏
子ども支援団体3か所
···························菓子45袋・玄米20㎏
寝具等
（毛布・暖房器具）
１点

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

