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ご近所福祉のまちづくりをめざして

第101号

10 1

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

令和４年
2022

サマースクールを

開催しました。
（関連記事は２ページに掲載）



サマースクール 夏の思い出
〜みんながつながる居場所 〜

　夏休み期間中の10日間、養護学校や甲賀市内の特別支援学級に在籍している児童・生徒を
対象に、サマースクールを開催しました。開催中は新型コロナウイルス感染症対策を十分に
行いながら、地域で活動されているボランティアのみなさんに、ダンスや人形劇・物づくり
などを披露していただき、楽しい時間を過ごすことができました。
　また、今年度は市内で実施されている居場所（障がい者サロン）※１のみなさんとともに
サマースクールの新たな企画を実施しました。
　今までのサマースクールの雰囲気を残しながら、サマースクールを卒業した後も、親子で
みんなと“つながれる”場所に参加できるよう、関係のみなさんに、協力いただきました。

ご参加いただいたみなさん、ご協力・ご出演いただいたボランティアのみなさん、
居場所（障がい者サロン）のみなさんありがとうございました。

自分だけの染めもの体験

※１　�障がい者サロン……�本人や保護者が主体となって活動し、みんなと“つながりながら”
楽しめる場所、保護者同士の交流、出会いの場所

できたよ！大きなしゃぼん玉ハイ・チーズ！

みんなで一緒にカレーづくり

親子で参加

音楽に合わせて♪♪

ミニミニ夏まつり
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赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
　今年も、10月１日から赤い羽根共同募金運動がスタートしました。
　寄せられた募金は、ご近所福祉活動やサロン活動の推進、笑顔つ
なげるミライ助成など「じぶんのまちを良くするしくみ」をスロー
ガンに安心して暮らせる地域づくりに役立てられます。また、災害
支援活動や、命のバトンなど地域を支える力にもなっています。
　みなさんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

赤い羽根運動推進チャレンジ事業

笑顔つなげるミライ助成 募集！
甲賀市で自らが元気になる・地域を笑顔にするためのあなたのチャレンジを応援します。

募集内容

募集期間

申請方法

公開プレゼンテーション

申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記事
務局まで申込みください。
申請用紙は甲賀市社会福祉協議会各地域福
祉活動センターに設置しているほか、ホー
ムページからもダウンロードできます。

社会福祉法人滋賀県共同募金会　甲賀市共同募金委員会
【事務局】　社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　　 〒528-0005　甲賀市水口町水口5609番地（水口社会福祉センター内）
　　　　　 �TEL：76-3287　　FAX：63-2021

助成の種類 助成対象 対象活動 助成内容

ミライ助成 甲賀市内に
拠点を置く団体

既存の制度やサービスでは対応でき
ない地域生活課題を解決するための
新たな活動

助成上限額
10万円

つなげる
チャレンジ

甲賀市内に
在住する個人

「なんとかしたい」
思いを形にするための仲間づくり・
活動の場づくりなど

応援
甲賀市社会福祉協議会の職員がと
もに取り組みにチャレンジします

令和３年度は“孤独な子育てをなくす”活動に取り組まれている
“ママパスポートこうか”“草刈り活動から始まる地域仕事起こし活動甲賀ナイスローカルカンパニー”へ助成しました。

令和４年11月1日〜11月30日 令和５年１月頃（予定）

▲ママパスポートこうか ▲甲賀ナイスローカルカンパニー

義援金を募集しています
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。

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。

〇令和４年８月３日からの大雨災害義援金（中央共募）
○令和４年８月山形県大雨災害義援金
○令和４年８月新潟県大雨災害義援金

○石川県８月大雨災害義援金
○令和４年８月大雨災害青森県義援金
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新キャラバン・メイトが誕生しました！

令和４年度　認知症キャラバン・メイト養成研修開催報告

　７月２日（土）甲南公民館にて、認知症キャラバン・メイト養成研修を開催しました。キャラバン・
メイトは、認知症を正しく理解し認知症の人とその家族をやさしく見守っていただく認知症サポーター
を養成する講座を開催し、講師をつとめます。
　午後からは現任のメイトの方も参加して、活発に話し合っていただきました。今回の研修で新キャラ
バン・メイトが18名誕生し、既に活動されているメイトの方と一緒に市内のさまざまなところで講座を
開催していきます。
　みなさんの地域や会社で、“サポーター養成講座を受けてみたい”“認知症の方を見守るにはどう接す
ればいいのか教えてほしい”など思われた方は、ぜひ各地域福祉活動センターまでご連絡ください。
　新メイトも加わりパワーアップしたキャラバン・メイトが、みなさんのところへお伺いいたします。

▲水口病院認知症疾患医療センター小宅先生による講義

▲受講者のみなさん

▲グループワーク後の発表の様子

新メイトさんからの一言
　キャラバン・メイトの一員として活動する上
で分かりやすく伝え、サポーターとして実践し
てもらえるような関わりをしていきたいです。
　認知症があっても長く住み慣れた地域で暮ら
せるよう、つながりを大切に活動していきたい
と思います。

認知症サポーター養成講座受講者募集！
月日：�10月�22日（土）
時間：�13：30�〜�15：00
場所：�甲南公民館（忍の里プララ）
　　　甲南町竜法師600
対象：�どなたでも（概ね小学校高学年以上）
申込：�10月19日（水）まで（当日参加も可）

電話、FAX、QRコードよりお申込みください
　TEL�0748-86-6035
　FAX�0748-86-7226
お問い合わせ
　甲賀市社会福祉協議会
　甲南地域福祉活動センター
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サークル 開催日 募集人数 参加費

水 口 陶 芸 11/10.24,12/８�（木）� ９:30〜12:00 ５名 無　料

陶 芸 A 11/30,12/21�（水）� 10:00〜12:00 ２名 無　料

陶 芸 B 11/16�（水）.17（木）� 10:00〜14:00 ３名 無　料

茶 道 11/8.22,12/6.20�（火）� 13:30〜15:30 ３名 無　料

書 道 11/4,12/２�（金）� 13:30〜15:30 ３名 無　料

将 棋 11/8.15,12/6.13�（火）� 13:00〜16:00 ４名 無　料

絵 手 紙 11/11.25,12/９�（金）� 13:30〜15:30 ４名 無　料

絵 画 A 11/9.30,12/14�（水）� 10:00〜12:00
12/７（水）� 13:30〜15:30 ３名 無　料

絵 画 B 11/2.16（水）� 10:00〜12:00 ５名 無　料

ハワイアンダンス 11/7.21,12/5.19�（月）� 10:00〜11:00 ４名 無　料

デ コ パ ー ジ ュ 11/16,12/21�（水）� 13:00〜15:00 ５名 各500円

令和４年度  碧水荘自主サークル体験教室 募集中！

対 象 者：甲賀市内在住の65歳以上の方
場　　所：老人福祉センター碧水荘（水口スポーツの森内）
お問合せ・申込先：TEL62-6080　FAX62-6096
申込期間：�10月28日まで（土日祝除く）
※持ち物が必要なサークルは、申込み時にお伝えします。
※�新型コロナウイルス感染症拡大状況に合わせて、日程の延期または開催を中止することがあります。ご了承ください。

碧水荘文化祭開催のお知らせ
　老人福祉センター碧水荘では高齢者の生きがいや健康づくりなどの増進を図るため、甲賀市在住の65
歳以上の方が活動しています。日頃の活動発表の場として、サークル生の展示品や将棋対局コーナー、バ
ザーなどを盛り込んだ文化祭を開催します。みなさんのご来場をお待ちしております。

開 催 日　11月12日（土）13：00〜17：00
　　　　　 　　 13日（日）　 ９：30〜15：00
場　　所　甲賀市碧水ホール（住所：水口町水口5671番地）
　　　　　※あいこうか市民ホール前

内　　容　展　示：陶芸、表装、書道、絵手紙、デジカメ、
　　　　　　　　　絵画、いけばな、デコパージュ、ちぎり絵
　　　　　体　験：将棋対局（両日）
　　　　　バザー：デコパージュ、表装　（両日）

お問合せ　老人福祉センター碧水荘（電話：62-6080）

※新型コロナウイルス感染拡大状況及び台風等で開催を中止することがあります。ご了承ください。
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参加者が自分たちで創るふれあいいきいきサロン!!

─信楽町牧区で新しく「あかみやサロン」が発足─
　コロナ禍が続く中、各地域でのサロン活動も休止されているところも
あるなど外出や人と接することや体を動かす機会が減っています。それ
とともに以前のように元気を保てなくなる高齢者も多いようです。
　そのような中、信楽地域の牧区の宮跡台町、赤坂町、葭ヶ谷町にて新
たに“あかみやサロン”が立ち上がりました。
　参加されているみなさんは感染症対策を行いつつ、会場準備や100歳体
操などで体を動かしてリフレッシュ。参加者からは「ここにくると元気
が出てくる。」との声もありました。このサロンは「自分でできる範囲で」「無理をしない」を基本に毎週木
曜日に開催されます。

「記憶とつなぐ」─ある写真家の物語─ 開催のお知らせ写真展

講演

　若年性認知症当事者で写真家としても活動されている
下坂厚さんの認知症発症前から現在までの写真を展示し、
写真表現や活動の変遷などを通じてひとりの若年性認知症
の当事者の生き方をご紹介します。ぜひご覧ください。

場所：信楽図書館ギャラリーおよび
　　　甲賀市役所健康福祉部前１階展示スペース
期間：12月３日（土）〜12月18日（日）

講演会：「若年性認知症でも自分らしく生きる」　　講師：下坂厚氏
日　時：12月11日（日）13：30〜　会場：陶芸の森　信楽ホール　※要参加申込

信楽地域見守りネットワーク活動推進委員会・信楽町民生委員児童委員協議会・信楽地域包括支援センター
【問い合わせ】甲賀市社会福祉協議会　信楽地域福祉活動センター　TEL0748-82-8031　FAX82-1488

地域の力で子育てしやすいまちづくりを
ファミリーサポートセンター　会員募集中‼

【お問合せ】甲賀市ファミリーサポートセンター（甲賀市社会福祉協議会内）
　　　　　　甲賀市水口町水口5609　TEL76-3350　FAX63-2021
【受付時間】８：30〜17：15（土・日・祝日・年末年始を除く）

　甲賀市ファミリーサポートセンターでは、子育てを手伝ってほしい人（おねが
い会員）とお手伝いできる人（まかせて会員）が会員となって安心して子育てが
できる環境づくりをすすめています。
　してほしい・してみようという方、ぜひ登録をお待ちしております。
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心温まるご寄附をありがとうございました
令和４年６月１日 〜 令和４年８月31日　受付分

金銭預託（甲賀市善意銀行）
寄附者名（使途） 金額（単位：円）

隠岐　傳次　様 30,000
有限会社　三王都市開発　様 100,000
竹口　拓志　様　（みんなくる会へ） 5,000
増田　定雄　様　（スマイル甲賀大原っ子へ） 3,000
国際ソロプチミスト甲賀　会長　奥田康子　様
（つちやま福祉作業所へ） 30,000

甲賀高校昭和四十一年卒業3の3クラス会一同　様
（作業所運営事業へ） 50,000

日本基督教団　水口教会　様 3,000
日本発条労働組合　滋賀支部　様 90,000
サンコー株式会社　水口物流センター　様 1,953

物品寄附
寄附者名 物品名（使途）

水口・岩上地区
民生委員児童委
員協議会 様

車イス２台
（水口センターへ）

匿名（６名）様

紙パンツ・パット（すこや
か荘へ）、ベビーラック、
オムツ等介護用品・吸引
器、紙パンツ・パット、米
30㎏　３袋、オムツ・尿
パット８袋・清拭料１本・
トイレ消毒液１本

Ｑ.�　同居している認知症の家族の介護をするうえで、注意すべきことや大切にすべきことはなんですか？
�A .　認知症の方への対応の心得として、次の３つの“ない”が大切になります。
　それは「驚かせない」「急がせない」「自尊心を傷つけない」の３つの
姿勢です。
　認知症になると、記憶や物事を判断する能力が低下していきます。そ
のため、何をするのにも考える時間が必要になり、どうしても動作が遅
くなってしまいます。
　ここでポイントとなるのが、できないのではなく時間をかければでき
ることが多くある、ということです。急かしたりイライラせずに、本人
のペースに合わせましょう。本人ができることに目を向けて支援をして
いくことが大切です。
　また、認知症の方への接し方の具体例として右の７つのことを意識し
ていきましょう。

認知症になっても自分らしく暮らし続ける vol.4
　認知症になっても家族と住み慣れた家で暮らしたいと思う方はたくさんいらっしゃいます。今回は、�
家で認知症の方の介護をする家族のお悩みにお答えしていきます。

具体的な対応の７つのポイント
①まずは見守る
②余裕をもって対応する
③声をかけるときは一人で
④後ろから声をかけない
⑤優しい口調で
⑥穏やかにはっきりした話し方で
⑦相手の言葉に耳を傾けて
　ゆっくり対応する

e
え

 こころステーションにご寄附をいただきました
ご協力ありがとうございました

左：「水口町更生保護女性会のみなさまより
　 生理用品　252袋のご寄附」
右：「カーブス水口のみなさまより食品等のご寄附」

　他にも多くの方からのご寄附をいただいております。
フードバンク事業e

え

こころステーションを通じて地域のお
困りの方々の支援に活用させていただきます。

ご寄附のご相談は甲賀市社会福祉協議会
生活福祉課（0748-62-8085）まで

フードバンク・フードドライブへの
参加者・団体募集中

令和４年10月１日 7

社協こうか　第101号



社
協
こ
う
か

（
令
和
４
年
10月

１
日
発
行
）

第
101号

  

〒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101号

10 1

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

令和４年
2022

サマースクールを

開催しました。
（関連記事は２ページに掲載）

甲賀流赤い羽根バッジ
　今年度の甲賀市共同募金会オリジナルバッジのデザインが決定しまし
た。たくさんのご応募をいただきありがとうございました。
　甲賀市共同募金委員会配分委員会での予備審査と、一般公開による投
票の結果、363点の応募作品の中から以下の作品が入賞いたしました。

作成したバッジは、最寄りの甲賀市社会福
祉協議会各地域福祉活動センターにて、個
人募金（1,000円以上）にご協力いただい
た方へのお礼としてお渡しいたします。

　今年度より、バッジデザイ
ンに入賞した作品10点をプリ
ントした自動販売機を甲賀市
役所水口庁舎敷地内と甲賀市
社会福祉協議会水口社会福祉
センターの２カ所に設置する
ことになりました。売上のお
よそ20％
が赤い羽
根共同募
金へ寄附
されます。
ご協力お
願いしま
す。

寄附つき自動販売機
を設置します！

今年の
『甲賀流赤い羽根バッジ』

として制作されます！
甲賀市の
赤い羽根賞
佐山小学校

橋本　莉央さん

信楽高校
レオンマユミ

さん

信楽高校
上村ジマス
成田さん

信楽高校
長谷川紫織

さん

信楽高校
阿部 有規
さん

信楽高校
バルガス
アシュリー

さん

信楽高校
福田 楓唯
さん

入賞

甲賀市長賞
水口町

西中 奈緒
さん

甲賀市教育長賞
貴生川小学校
田中 彩芭
さん

甲賀市社会福祉
協議会長賞
水口町

寺崎美保子
さん

デザイン
決定！

令和４年10月１日8


