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　令和２年６月１日より、東海道沿いの空き店舗（水口町八坂７-２）を借りて、甲賀市
版フードバンク事業や子ども食堂の活動支援、地域の居場所づくりを目的に「eこころス
テーション」を開設しました。本ステーションでは、運営ボランティアを中心に、エコ
であったかい心がつながる地域づくりを目指して運営しています。

開所時間：毎週月曜日・水曜日・金曜日の13：30〜16：00　

「eこころステーション」を
開設しました！

え

関連記事は７ページに掲載



手づくりマスクのおすそわけ
〜マスクの輪プロジェクト〜

ありがとうメッセージ

▲手づくりマスク ▲絵手紙メッセージ

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、集まりにく
く、つながりにくい状況です。こんな時だからこそ「ひと
りひとりができることを通して、励ましあおう」と呼びか
けた手づくりマスクのおすそわけ〜マスクの輪プロジェク
ト〜にたくさんの方々の賛同を得て、4,938枚ものご寄附
をいただきました。（６月15日現在）

マスクの輪プロジェクトに参加してくださったみなさま（※順不同）
NPO法人地域で創る土曜日 夢の学習様、吉久充子様、株式会社　三和様、ふれあいサロンたしろ様、
甲裕会様、「スマイル甲賀」きらきらサロン様、貴生川１区・西内貴区 いきいき百歳体操参加者様、薫
衣草様、フードバンクびわ湖様、山本紀代子（ききのこもの）様、大屋貴世香様、三大寺区　いいみ
ちサロン様、桜ヶ丘区様、手づくりおもちゃポッポちゃん様、NPO法人ほほえみ様、里見まさを様、
髙橋尚子様、黄瀬佳子様、笑声会　戸田タヅ子様、山本真弓様、服部眞美子様、山脇真由美様、藤橋
とし子様、森地智子様、九里登喜子様、愛宕ふれあいサロン様、貴生川第３区いきいきサロンたんぽ
ぽ会様、遊々サロン様、酒人ミニサークルほのぼの会様、手づくりふれあいの会NAANO様、ドリー
ムポケット様、ほっとスティー吉田様、池田さんさんクラブ女性部様、池田日赤奉仕団様、セントラ
ルフジイ（株）様、辻美智子様、布絵本様、中森とし子様、岡崎邦子様、前野美恵子様、川嶋優子様、ささゆりクラブ様、小川いき
いきサロン様、原田文美様、辻組ふれあい様、泉区様、しがらきオカリナの森様、甲賀町更生保護女性会あじさいグループ様、小河
原まゆみ様、広野台東ふれあいクラブ様、内海輔乃香会様、田堵野ふれあいサロンひまわり様、16区　日和会様、伴中山区介護予
防ミニサークル遊友様、たまごクラブ様、はとの会様、甲賀市更生保護女性会様、信楽町更生保護女性会様、ルージュ様、ガールス
カウト滋賀県連盟第33団様、高野ほのぼのサロン様、ミニサークルはればれ会様、和田ふれあいサロンなごみ様、朗読ボランティ
アうさぎのミミ様、ミニサークルすみれ会様、デイサービスセンターすこやか荘利用者のみなさま、池田更生保護女性会様、寺村貞
子様、山脇智司様、藤田英子様、日本民謡ふるさと会様、つなぎの輪　吉田勇様、松岡一代様、松本敦子様、匿名36名の方々

　ご寄附いただいた手づくりマスク・メッセージは、ボランティアやふれあいいきいきサロン、福祉団体
のみなさまを通じて、福祉施設やマスク不足で困っておられる高齢者や子どもたちにお届けしています。
　お届け先より、『ありがとうメッセージ』が寄せられています。

・心のこもったマスクありがとうございます。使わせていただきます。
・ みなさんの温かい気持ちのこもったマスク大切に使わせていただきます！み

なさんと一緒に頑張ります。ありがとうございます。
・ かわいいマスクをありがとうございました。ほっこりしました。早くコロナ

が収束しますように……。
・ ボランティアのみなさま、みなさまのあたたかいマスクで体全体が笑顔にな

るようです。ありがとうございました。

　手づくりマスクを通じて、たくさんの方が温かい気持ちになり、笑顔になるエネルギーと
なりました。
　手づくりマスクのおすそわけ〜マスクの輪プロジェクト〜にご参加いただきましたみなさ
まありがとうございました。
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新型コロナウイルスに負けない地域のつながり★

（１）ボランティア活動保険では、新型コロナウイルス感染症が補償の対象になりました。
　　　２月１日に遡及して補償されます。
　　　※ボランティア行事用保険では、新型コロナウイルス感染症は補償の対象となりません。

（２）行事中止によるボランティア行事用保険の延期および保険料の返戻について
　　　行事開催日の前日までに、社会福祉協議会へご連絡いただければ、延期や返戻（返金）
　　　の手続きを行うことができます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ】地域福祉課　TEL：76-3287

　サロンなど多くの人が集まる活動には注意が必要な状況が続いています。
　今回は新型コロナウイルス感染症に注意しながら、地域のつながりを途切れさせないよ
う取り組まれている活動をご紹介します。

ボランティアで感染症対策を検討し、参加者と一緒に臨機応変に活動〜サロン活動〜

絵手紙で途切れないつながりづくり〜見守り活動〜

　休止していたサロン再開を求める声を受け、サロン再開と感染予防対策について、ボランティアで話
し合いを重ねました。その結果、「検温」「消毒」「換気」「間隔」「マスク」を重点に、参加人数や滞在
時間の短縮を含めた感染予防マニュアルを作り、６月から半日サロンとして再開しました。
　参加者が久しぶりに会えた喜びを交わす中、「外に出る機会も無く、
話し相手も無く、とても苦しかった」と自粛生活の孤立感を訴える男
性参加者の声を聴きました。サロンを再開して良かったと思いました。
今後も毎月ボランティア会議を開き、臨機応変に活動していきます。

（高齢者サロン活動・介護予防活動）

　日頃、配食活動を行っていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の状況により、４、５月は休止す
ることにしました。
　つながりを途切れさせないためにも、ボランティア同士で相談し、それまでお弁
当に添えていた絵手紙を送ることにしました。季節の花が描かれた絵手紙にメッセー
ジを入れた絵手紙です。
　後日、「心細い中、絵手紙が届きとても嬉しかった」「ありがとう。元気出たわ」
と喜んでくださいました。６月からは消毒等対策を立て、配食活動を再開しています。
　 （配食ボランティア活動）

ボランティア保険等の
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ
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重点事業の取り組み
1．地域福祉活動計画の４つのプロジェクト推進　
2．外出支援についての企画と推進
3．在宅看取りケアと認知症ケア推進　　
4．働き方改革による魅力的な職場環境づくりと人材確保

ご近所福祉でまちづくり

医療・介護・福祉連携への取り組み

「相談・支援」の取り組み

福祉作業所の運営

①甲賀市ご近所福祉推進委員会
②地域（町）ご近所福祉推進協議会
③甲賀市災害福祉ネットワーク委員会
④ご近所福祉活動の推進
　　子ども食堂開設支援・運営支援
　　生活支援体制整備事業
　　 地域力強化推進事業（我が事・丸ごと

の地域づくり）
⑤地域活動推進助成事業　　等

①在宅看取りケア・認知症ケア
②各事業体制強化の取り組み
③介護・看護人材の確保　等

令和元年度の甲賀市社会福祉協議会事業報告の全内容は、甲賀市社協ホームページ
http://kokashakyo.jp　もしくは各地域福祉活動センターにて閲覧いただけます。

①生活困窮者自立支援の取り組み
　　自立相談支援事業・家計改善支援事業
　　甲賀市学習支援事業「学んでいコウカ」
　　生活物資支えあい事業
　　フードバンク事業　eこころプラン
　　住民同士による外出支援活動の推進
②生活支援活動
　　資金貸付事業
　　地域福祉権利擁護事業　　等

①つちやま福祉作業所
②甲賀福祉作業所

令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　事業報告

令和元年度 甲賀市社会福祉協議会決算報告（一般会計収支決算）

写真

【収入の部】

869,567

【支出の部】

869,567

支払利息 63
その他の支出 580
小口貸付欠損額 19
建物設備、車輌、器具備品などにかかる費用 12,258
次年度繰越金 17,448

社協会費による収入 11,723
寄付による収入 2,985

補助金に
よる収入
114,449

受託事業
による収入
65,517

貸付金の返済額 481
参加費等による収入 2,607
出向職員の
負担金収入 19,052

介護保険事業による収入
454,123

就労支援事業
による収入
18,230

障がい福祉サービス等
による収入
90,336

訪問看護による
医療事業収入 17,548

受取利息による収入 822
その他収入 28,511

施設整備等の補助金による収入 767 固定資産売却による収入 950
積立資産取崩による収入 41,466

人件費にかかる費用
715,047

事業にかかる費用
48,053

事務にかかる費用
43,616

自治会、サロン、ボランティアグループなどへの助成 10,483
共同募金配分金事業にかかる費用 4,794

貸付事業にかかる費用 447
利用者負担軽減にかかる費用 109
就労支援事業にかかる費用 16,650

【収入の部】

869,567

【支出の部】

869,567

支払利息 63
その他の支出 580
小口貸付欠損額 19
建物設備、車輌、器具備品などにかかる費用 12,258
次年度繰越金 17,448

社協会費による収入 11,723
寄付による収入 2,985

補助金に
よる収入
114,449

受託事業
による収入
65,517

貸付金の返済額 481
参加費等による収入 2,607
出向職員の
負担金収入 19,052

介護保険事業による収入
454,123

就労支援事業
による収入
18,230

障がい福祉サービス等
による収入
90,336

訪問看護による
医療事業収入 17,548

受取利息による収入 822
その他収入 28,511

施設整備等の補助金による収入 767 固定資産売却による収入 950
積立資産取崩による収入 41,466

人件費にかかる費用
715,047

事業にかかる費用
48,053

事務にかかる費用
43,616

自治会、サロン、ボランティアグループなどへの助成 10,483
共同募金配分金事業にかかる費用 4,794

貸付事業にかかる費用 447
利用者負担軽減にかかる費用 109
就労支援事業にかかる費用 16,650

単位：千円

▼

外
出
支
援
活
動
の
様
子
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令和元年度中にみなさまからご協力いただいた会費は、
一般会費・団体会費・賛助会費・特別会費あわせて

総額11,722,841円でした。

一般会費	 10,732,841円	 団体会費	 70,000円
賛助会費	 845,000円	 特別会費	 75,000円

ご協力ありがとうございました

賛助会費
（甲賀地域） 近江印刷㈱甲賀支店　様

団体会費 甲賀市手をつなぐ育成会 様

令和２年度 社協会費納入のお願い
　甲賀市社会福祉協議会は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりをめざし、人権を尊重した地域
福祉活動の実践や各種介護事業、障がい者福祉作業所運営などに取り組んでいます。
　その活動の財源には甲賀市からの補助金や赤い羽根共同募金、歳末たすけあい募金、介護保険事業による収入な
どがあります。その中でも、住民のみなさまが社協活動の趣旨に賛同し納入いただく『会費』は重要な財源となっ
ています。

一般会費　　　社協活動の趣旨に賛同していただける市内にお住まいの方
 会費　1世帯あたり700円

団体会費　　　社協活動の趣旨に賛同していただける社会福祉関係機関の
　　　　　　　　団体および施設の方 会費　一口2,000円

賛助会費　　　社協活動の趣旨に賛同していただける個人・企業・法人・団体の方
 会費　一口3,000円

特別会費　　　社協活動の趣旨に特に賛同していただける個人・企業・法人・団体の方
 会費　一口5,000円

社協会費はこんなことに活用します！
○地域で行うサロンや見守り事業等への助成

○住民同士の見守りや支えあいの生活支援活動

○障がい者の方の生活支援や相談

○権利擁護事業を通して利用者の支援や相談　など

 令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　会費の収納状況

福祉のまちづくりへのご理解とご協力をお願いします

甲賀市社会福祉協議会の賛助会費・団体会費・特別
会費にご加入いただき、厚くお礼申し上げます。
令和元年度として新たにご加入くださった会員さま
のご芳名を掲載いたします。
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みなさんの「善意」が福祉のまちづくりに活かされます！
〜　「善意銀行」にご協力をお願いします　〜

　甲賀市社会福祉協議会の「善意銀行」では、みなさんの「善意の気持ち」を寄附金としてお預かり
し、地域福祉や在宅福祉の充実など広く福祉のまちづくりをすすめていくために活用しています。
　みなさんのあたたかい善意をお待ちしています。

・善意の寄附金
・チャリティバザーなどの収益金
・同窓会、同年会の記念事業

・会社や団体の記念事業　　
・社員からの善意の募金　
・ゴルフコンペでの協力金　など

以下のような福祉活動に活用しています

●介護用品や地域の行事やイベント等の貸出用備品の充実のために
●生活に困っている人への支援活動や一時的な資金の貸付など

善意銀行の豆知識
　善意銀行は昭和37年に最初の取り組みが行われたと言われています。
　銀行のように寄附金品と人（労力＝ボランティア）を預かり、必要に応じた金品の配分や人の派遣をすると
いう先駆的な発想で全国に広がりました。ボランティアという言葉がまだ浸透していない時代、この「善意銀
行」が現在のボランティアセンターの前身と言われています。
　現在では、人（ボランティア）の派遣調整などはボランティアセンターへと発展し、善意銀行では金品の取
扱が中心になっています。

金銭預託（甲賀市善意銀行）

心温まるご寄附をありがとうございました
令和２年３月１日　〜　令和２年５月31日　受付分

寄附者名（使途） 金額（単位：円）
土山町赤十字奉仕団　様（土山町の地域福祉へ） 5,000
㈱夢グループ　代表取締役石田重廣 様（地域福祉事業へ） 6,370
積水化学労働組合・積水水口化工労働組合 様（地域福祉事業へ） 129,500
戌亥会　様 74,262
連合滋賀第4区地協甲賀湖南地区 様
湖南甲賀地区労働者福祉協議会 様 29,100

江州飯道山行者講総本部講元　梅田義将　様 100,000
宇川いきいきクラブ 様（マスクの輪プロジェクトへ） 12,000
甲賀組寺庭婦人会 様（地域福祉事業へ） 20,000
浄土宗甲賀組寺庭婦人会 様（地域福祉事業へ） 20,000
大辻税理士法人 様（新型コロナウイルス対策事業へ） 100,000
匿名（居宅介護等事業へ） 300,000
匿名（居宅介護等事業へ） 30,000
匿名 5,000
匿名 1,000
匿名 1,000
匿名（社協事業全般・地域福祉事業・新型コロナ対策事業等へ） 1,000,000
匿名 3,995

物品寄附
寄附者名 物品名（使途）

キョーリン製薬グループ
工場㈱滋賀工場 様 コーヒーカップ169個

中尾　俊美 様 紙おむつフラットタイプ（居宅介護事業へ）

江州飯道山行者講総本部
　講元　梅田義将 様 米30kg×３袋

NPO法人地域で創る土曜日
夢の学習 様 お手玉50セット

甲南ふるさとグループ
（高畑　雪江）様

みそ220㎏
（子ども食堂、児童養護施設等へ）

匿名（６名）

おむつ・尿とりパッド他、紙おむつ
（居宅介護事業へ）、紙おむつ（居宅
介護事業へ）、洗剤他（地域福祉事業
へ）、米10キロ、介護用ベッド・その
他介護用品
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社協こうか第90号（令和２年４月15日発行）の赤い羽根共同募金協力事業所一覧でお名前の
間違いがありました。お詫びして訂正いたします。
　誤：甲賀林木㈱　様　　　　　　　　　　⇒正：甲賀林材㈱　様
　誤：江州自動車綜合センター㈱　様　　　⇒正：江洲自動車綜合センター㈱　様
　誤：江州自動車綜合センター㈱甲南店　様⇒正：江洲自動車綜合センター㈱甲南店　様

〈
お
詫
び
〉

事務所移転のお知らせ
　甲南地域福祉活動センターの事務所を下記の通り移転しました。
　なお、電話番号とFAX番号は変更ありませんのでそのままご利用いただけます。

記　　　　　　　　　【移転先】

旧 甲南町野田810番地　甲南第一地域市民センター別館２階

新 　　　〃　　　　　　甲南第一地域市民センター３階

義援金にご協力いただきありがとうございました

義援金受付状況（令和２年３月１日から５月31日受付分）

○ 令和元年度８月九州豪雨災害に伴うボランティア・
NPO活動サポート募金（災害ボラサポ・８月九州豪雨）

 募金箱   296円

○平成30年７月豪雨災害義援金 募金箱 1,183円

○令和元年台風第19号災害義援金 募金箱   235円

現在、社協で受付中の義援金は下記の通りです。引き続きよ
ろしくお願いします。

令和元年台風15号・台風19号・大雨千葉県災害義援金
 令和２年６月30日まで
令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金 令和２年８月31日まで
令和元年台風第19号災害義援金 令和３年３月31日まで
平成28年熊本地震義援金 令和３年３月31日まで
平成30年７月豪雨災害義援金 令和３年６月30日まで

社協窓口で受付している義援金として計３件　1,714円が寄せられました。
お預かりした義援金は、滋賀県共同募金会を通じて被災された方々への支援に役立てられます。

・有限会社オカムラ農産　様
寄附内容：白菜、キャベツ等の野菜　
「市内の子どもたちに小さなうちから地元食材の
味に慣れ親しんでもらうとともに、安心・安全な
農産物を食べていただきたい想いで食材提供させ
ていただいています。また、他の生産者との輪を
つくりたいです。」

　みなさまからご寄附いただいた食品や物品を「フードバンク事業eこころプラン」にてお預かりし、学
習支援事業「学んでいコウカ」や「子ども食堂」、生活にお困りの方への支援に活用しています。
　また、ボランティアのみなさんとともに拠点となる「eこころステーション」を開設し、地域の福祉
活動や生活困窮者の支援につなげています。

本事業へ継続してご寄附いただいている企業さまからのコメントを紹介します。

　お問合せは、生活福祉課（62-8085）まで。

・株式会社ハウス・プラン　様
寄附内容：生活用品や家電製品
「お客様に寄り添う事を第一とし、さ
まざまなニーズにお応えできるよう
日々努力しております。」

フードバンク事業eこころプランを始めました！
え
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〒528-0005 甲賀市水口町水口 5609番地（水口社会福祉センター内）
e-mail ●info@kokashakyo.com
ホームページ ●http://kokashakyo.jp

◆事務局
　代表（法人運営部）TEL.0748-65-6370　FAX.0748-63-4823
在宅生活支援部　　TEL.0748-62-8137　FAX.0748-63-5440

社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会
水口地域福祉活動センター TEL.0748-76-3287 FAX.0748-63-2021
土山地域福祉活動センター TEL.0748-66-2001 FAX.0748-66-2004
甲賀地域福祉活動センター TEL.0748-88-2942 FAX.0748-88-5096
甲南地域福祉活動センター TEL.0748-86-6035 FAX.0748-86-7226
信楽地域福祉活動センター TEL.0748-82-8031 FAX.0748-82-1488

ご近所福祉のまちづくりをめざして

第91号

令和２年

7 15

しゃきょう

「社協こうか」は共同募金の助成を受けて発行しています。
はっこうきょうどう ぼ きん じょ せい う

2020
ハッピーすまいる★こうかでつながろうプロジェクト

　新型コロナウイルスにおける緊
急事態宣言は解除されましたが、
今までとは異なる新たな生活様式
が必要となっているためストレス
を抱えている方も多いのではない
でしょうか？
　そこで、地域のつながりづくり
や新型コロナに負けない気持ちを
分かち合うことを目的に『こうふ
く川柳』を募集します。

新型コロナウイルスに負けない
こうふく川柳大募集

【作　　品】ハッピーすまいる賞として以下の内容で発表します。
　　　　　　・あいコムこうか「こうふくコロンブス」内で放送
　　　　　　・社協ホームページ
　　　　　　※ハッピーすまいる大賞を受賞された方に賞状を進呈します
【応募資格】甲賀市内に在勤・在住の方
【募集期間】令和２年６月８日（月）〜令和２年12月28日（月）
【応募方法】 応募用紙に必要事項をご記入の上、甲賀市社会福祉協議会 地域

福祉課まで郵送・FAX・持参（各地域福祉センターでも承りま
す）・Eメールにてご応募ください。※土日・祝日・年末年始の
各センターでの受付は承れません

　　　　　　詳しくはホームページをご覧ください。
【お問合せ】地域福祉課
　　　　　　TEL：76-3287　FAX：63-2021

【放送時間】９:15〜、12:15〜、16:15〜、
　　　　　　20:15〜、23:15〜（15分番組）
【放送内容】「かんたん！みんなのクッキング」
　　　　　　 「発見！わがまちふくし」
　　　　　　「お知らせ」など
★ 取材の依頼や身近な情報の提供をお待ちしています。
【連絡先】地域福祉課	☎76-3287

あいコムこうか×甲賀市社協共同制作番組

あいコムこうかで

毎月第２月曜日より放送中！
（月曜から日曜日まで）

「お知らせ」より〜手づくりマスクのおすそわけ〜さわらび作業所のみなさん

「かんたん！みんなのクッキング」より甲賀市健康推進連絡協議会のみなさん
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