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〜チャレンジワーク〜

ヨシ

◀西の湖の葦刈り作業

「はたらく」
を応援
（就労準備支援事業）

▶ブドウ園で除草作業

▲農園で種まき
ビニールハウスで▶
植え付け作業

はたらくことに不安がある方、一般就労に向けて一歩踏み出したい方へのサポートをしています。
チャレンジワークでは、就労体験をさせて頂ける場を募集しています。
はたらく一歩を応援してくださる事業主様は、社会福祉協議会までご連絡お願いいたします。

令和２〜３年度に職場体験先としてご協力いただいた事業主様（順不同・敬称略）
松タカ農園
㈱Field plan
㈱平和堂フレンドマート八幡鷹飼店
㈱青友農産
空色農園
大中井上ファーム
葭留
カッフェ ヴィーテ
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らない活動を続けています！
！
ないこと…。 感染対策に充分気を配りながら、つながりを続けている活動を紹介します。

東老蘇見守り支えあい隊

（老蘇学区）

地域の福祉の困り事や課題をテーマとして、日頃
の見守り活動について話しました。気になる人に声
をかけていこうと確認しました。

（馬淵学区）
東川町おたがいさん
良くなり、風通し
まずは支えあいのメンバーが仲
前回は新しいチー
を良くして活動を進めていきます。
ました。
ム名と活発な情報交換・共有ができ

オンライン会議開催

「おいで〜な食堂」

子どもたちと高齢者の方たちを
中心に地域の方が
集まって和やかな食事の場、憩
いの場を目指して７
月末から発足しました。

東横町見守り支えあい隊

（安土学区）

会議で、コロナ禍でもつながりを絶やさず、変化
に気づくことができるようできることを話し合いま
した。命のバトンについて定期的に訪問活動を行っ
ていくことになりました。

学区（地区）社会福祉協議会会長会・市民児協会長会定例会

各まちづくり協議会のみなさまにご協力いただき、オンラインで開催しました。各学区からコロナ禍で
工夫した取り組みの情報共有や情報交換などを行いました。

ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781 2
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コロナ禍の中、つながりを切
コロナ禍は依然と続く日々。コロナなのでできないこと、コロナだからこそやらねばなら
むさっ子食堂

「夏休みの水曜日は
むさっ子食堂
カレーまつり」
8月4日 ㈬、 こ の 日
は八幡東中学校書道部
のみなさんと書道を楽
しみました。そのあと
民生委員さん、大学生
ボランティアさん、地
域の方々と一緒にドラ
イカレーをいただきま
した。

「みまもり市」

（八幡学区社協厚生グループ）

リヤカーであなたの町をまわります！
地域の高齢の方の見守りの一環としてお買い物に
不便な地域をリヤカーで回りました。コロナ禍で近
所の方とのふれあいも少なくなった街角に束の間の
にぎやかな声が響きました。

（島学区）
沖島町自治会
、今から少しずつ
生涯現役を誇る住民だからこそ
めていきたいと意
互いに見守り支えあいのすそ野を広
見交換しました。
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ふくしのお困りごとは
市社協まで！ 0748‑32‑1781

不登校親の会 近江八幡 蜜柑の木

夏休み流しそうめん大会をしました。流れてくる
のはそうめんだけではなく、カニ、ゆで玉子、宝石
など様々なもので子どもたちは次何が流れてくるの
だろうと興味深々で、楽しい一日となりました。

白鳥町お互いさん協力隊

（桐原学区）
白鳥町自治会の見守り支えあいグル
ープ「お互いさ
ん協力隊」では、地域の福祉課題へ
の取り組みで子ど
もの 安全 を地 域ぐ るみ で取 り組
む子 ども の見 守り ス
クールガードを立ち上げ、活動を開
始しました。

長命寺町ささえ愛会

（島学区）

昨年見守り支え合い組織を発足し全戸アンケート、
高齢者宅訪問を行いました。今年度も引き続きマッ
プの更新から始め、見守り訪問も範囲を広げていき
たいと考えています。
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お知らせ

フード＆くらし必需品バンクにご寄付ください！
社会福祉協議会では、くらしにお困りの方への支援として、みなさまからご寄付いただいた、
食糧品や日用品をお渡ししています。お家にある物品のご寄付お願いします
❖食糧品❖

❖くらし必需品（日用品）❖

洗濯用洗剤、シャンプー、バスタオル、
靴下（大人用）
、
赤ちゃん用おむつ、おしりふき、生理用品、

缶詰、カップラーメン、
袋ラーメン、レトルト食品

※賞味期限が２か月以上あるもの
に限ります。

※新品・未開封のものに限ります

歳末たすけあい運動

〜「つながり

ささえあう

みんなの地域づくり」〜

今年も、12月１日から12月31日まで、たすけあい運動が全国一斉で行われます。新たな年
を迎える時期に、支援を必要とする人たちが地域で安心して暮らすことができるよう、様々な
福祉活動を重点的に展開するものです。近江八幡市では、地域の状況に応じた福祉課題の解決
に向けた取り組みや、生活に困っている世帯への食糧支援に活用させていただく予定をしています。みなさま
のご支援ご協力をよろしくお願いします。

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
11月

12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

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
善意銀行

令和3年8月16日〜令和3年10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
野田美澄 ······················· １，
０００，
０００円
藤田花・愛 ·····························１，
５００円
大橋博 ································· １５，
０４８円
音楽サークルｈｏ
ｉ
ｈｏ
ｉ近江八幡
············································· １７，
３３２円

寄付物品
岡田和久 ···································米60㎏
フードバンクびわ湖 ··············食品96点
道田一雄 ··································· 米５５㎏
公益財団法人 青樹会滋賀八幡病院
··············································· 食品１３点
匿名
········食品19点、米390㎏、菓子１箱、
日用品１点，紙オムツ10袋

払出
払出物品
生活困窮者
······· 食品14点、日用品1点、衣類2点
子ども食堂5か所
··········米150㎏、菓子１箱、食品38点
児童福祉施設1か所
························· 食品19点 日用品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

