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ご近所福祉のまちづくりをめざして
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「社協こうか」は共同募金の助成を受けて発行しています。
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令和元年度（2019年度）甲賀市赤い羽根共同募金運動

改元記念『甲賀流赤い羽根バッジ』
デザイン募集・投票結果大発表！
　令和元年（2019 年）10 月 1 日から実施する赤い羽根共同募金運動に向け、より一層の郷土愛を深める
とともに共同募金運動への関心を盛り上げることを目的に『甲賀流赤い羽根バッジ』のデザインを募集しま
したところ、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、次のとおり募金バッジ
採用作品と、各種入賞作品を決定いたしました。

『甲賀流赤い羽根バッジ』は、令和元年10月1日から！
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。

デザイン募集にご応募いただいたみなさま、投票にご協力いただきましたみなさま、誠にありがとうございました！

甲賀市の
赤い羽根賞

土山町
竹村 未来 さん

甲賀市長賞

信楽高校
藤本 将詠 さん

甲賀市
教育長賞
油日小学校

中馬 しずく さん

優秀賞

甲賀市
社会福祉
協議会長賞

栗東市
高城 圭吾 さん

水口高校
伊藤 涼華 さん

水口町
田中 尚子 さん

甲南町
尾形 智美 さん

甲南中部小学校
森島 優菜 さん

信楽高校
城多 柚奈 さん

信楽高校
武村 桃花 さん
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甲賀のまちをよくするしくみ

赤い羽根共同募金に
 ご協力をお願いします！

〜共同募金は、『社会福祉法』に定められた地域福祉の推進を目的とした活動です〜

　さわやかな秋風と共に、今年も「赤い羽根共同募金運動」の時期がやってきました。　
　毎年、市民のみなさまをはじめ、区長・自治会長、民生委員児童委員、各種団体、ボランティア、企業・事業所
のみなさまのご理解とご協力により、多くのあたたかい募金をお寄せいただき、心よりお礼申し上げます。
　本年も10月１日から12月31日の間、全国一斉に「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに赤い羽根共
同募金運動がスタートします。
　みなさまからご寄付いただいた募金は、社会福祉協議会をはじめ、区・自治会、ボ
ランティア、地域の見守り支えあい活動の取り組みなど、さまざまな福祉活動に活用
させていただき、誰もが安心して暮らせるまちづくりのために役立てられております。
また、国内で発生する災害の救援活動にも役立てられています。
　今年度もぜひ、誰もが共に生きる甲賀のまちをめざすため、みなさまのご理解とよ
り一層のご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年度　募金目標額　　18,500,000円

甲賀市共同募金委員会

一般募金 11,800,000円
（戸別募金目安額 700円）

歳末たすけあい募金 6,700,000円
（戸別募金目安額 500円）

このページに関してのお問合せは……
甲賀市共同募金委員会 事務局: 甲賀市社会福祉協議会　　☎76-3287　FAX 63-2021

★募金箱設置をお願いする期間★

10月１日～12月31日

共同募金に新たにご協力いただける方や
企業·事業所を募集しています!!

【法人募金・職域募金】
　今年度も赤い羽根共同募金運動にご協力いただける
「企業・事業所」を募集しています。『社会貢献活動を
したい。地元甲賀市のために、何かできることはない
か。』などお考えの場合は、ぜひ共同募金にご協力をお
願いします。
　新たにご協力いただける場合やご相談に
ついては、下記連絡先までお願いします。

【募金箱設置協力】
　協力店として、募金箱の設置にご協力いただける企

業・店舗を募集しています。
　ご協力をお願いいたします。

【募金ボランティア】
　駅やスーパーなどで行う街頭募金等
の啓発活動にご協力いただけるボラン
ティアを募集しています。

※ 法人の所得から支出された共同募金への寄付は、
　全額損金となり法人税の優遇措置が適用されます。

たくさんの笑顔と明るい未来を創造するため、
誰かと一緒に考え、みんなで一緒に取り組みたい。

「はじめまして」でつながる人と、
自由な発想やアイデアで地域社会の利益と未来につながる活動をカタチにしたい。

カタチにしたい、わたしの思い。 応援したい、あなたの思い。
甲賀市共同募金委員会「笑顔つなげるミライ助成応援団」と、

甲賀市社会福祉協議会では、
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

全力で応援します。

『笑顔つなげるミライ助成』募集
赤い羽根運動推進チャレンジ事業

●募集期間   　令和元年10月１日（火）～11月29日（金）
●公開プレゼンテーション　令和２年１月（予定）
●募集内容

助成の種類 助成対象者 助成対象活動 応援方法（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
20万円

（総額100万円）

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」
思いをカタチにするための仲間
づくり・活動の場づくりなど

応援
甲賀市社会福祉協議
会の職員がお手伝い

●申請方法
　甲賀市社会福祉協議会の各地域福祉活動センターに備えつけの募集要領に基づき、申請用紙に必要事項を記入の
うえ、下記事務局までお申込みください。
　また、募集要領は甲賀市社会福祉協議会ホームページでも掲載しています。

赤い羽根が笑顔をつなぐ
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　地域活動支援課
〒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:0748-76-3287　／　FAX:0748-63-2021
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甲賀のまちをよくするしくみ

赤い羽根共同募金に
 ご協力をお願いします！

〜共同募金は、『社会福祉法』に定められた地域福祉の推進を目的とした活動です〜

　さわやかな秋風と共に、今年も「赤い羽根共同募金運動」の時期がやってきました。　
　毎年、市民のみなさまをはじめ、区長・自治会長、民生委員児童委員、各種団体、ボランティア、企業・事業所
のみなさまのご理解とご協力により、多くのあたたかい募金をお寄せいただき、心よりお礼申し上げます。
　本年も10月１日から12月31日の間、全国一斉に「じぶんの町を良くするしくみ」をスローガンに赤い羽根共
同募金運動がスタートします。
　みなさまからご寄付いただいた募金は、社会福祉協議会をはじめ、区・自治会、ボ
ランティア、地域の見守り支えあい活動の取り組みなど、さまざまな福祉活動に活用
させていただき、誰もが安心して暮らせるまちづくりのために役立てられております。
また、国内で発生する災害の救援活動にも役立てられています。
　今年度もぜひ、誰もが共に生きる甲賀のまちをめざすため、みなさまのご理解とよ
り一層のご協力をよろしくお願いいたします。

令和元年度　募金目標額　　18,500,000円

甲賀市共同募金委員会

一般募金 11,800,000円
（戸別募金目安額 700円）

歳末たすけあい募金 6,700,000円
（戸別募金目安額 500円）

このページに関してのお問合せは……
甲賀市共同募金委員会 事務局: 甲賀市社会福祉協議会　　☎76-3287　FAX 63-2021

★募金箱設置をお願いする期間★

10月１日～12月31日

共同募金に新たにご協力いただける方や
企業·事業所を募集しています!!

【法人募金・職域募金】
　今年度も赤い羽根共同募金運動にご協力いただける
「企業・事業所」を募集しています。『社会貢献活動を
したい。地元甲賀市のために、何かできることはない
か。』などお考えの場合は、ぜひ共同募金にご協力をお
願いします。
　新たにご協力いただける場合やご相談に
ついては、下記連絡先までお願いします。

【募金箱設置協力】
　協力店として、募金箱の設置にご協力いただける企

業・店舗を募集しています。
　ご協力をお願いいたします。

【募金ボランティア】
　駅やスーパーなどで行う街頭募金等
の啓発活動にご協力いただけるボラン
ティアを募集しています。

※ 法人の所得から支出された共同募金への寄付は、
　全額損金となり法人税の優遇措置が適用されます。

たくさんの笑顔と明るい未来を創造するため、
誰かと一緒に考え、みんなで一緒に取り組みたい。

「はじめまして」でつながる人と、
自由な発想やアイデアで地域社会の利益と未来につながる活動をカタチにしたい。

カタチにしたい、わたしの思い。 応援したい、あなたの思い。
甲賀市共同募金委員会「笑顔つなげるミライ助成応援団」と、

甲賀市社会福祉協議会では、
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

全力で応援します。

『笑顔つなげるミライ助成』募集
赤い羽根運動推進チャレンジ事業

●募集期間   　令和元年10月１日（火）～11月29日（金）
●公開プレゼンテーション　令和２年１月（予定）
●募集内容

助成の種類 助成対象者 助成対象活動 応援方法（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
20万円

（総額100万円）

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」
思いをカタチにするための仲間
づくり・活動の場づくりなど

応援
甲賀市社会福祉協議
会の職員がお手伝い

●申請方法
　甲賀市社会福祉協議会の各地域福祉活動センターに備えつけの募集要領に基づき、申請用紙に必要事項を記入の
うえ、下記事務局までお申込みください。
　また、募集要領は甲賀市社会福祉協議会ホームページでも掲載しています。

赤い羽根が笑顔をつなぐ
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　地域活動支援課
〒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:0748-76-3287　／　FAX:0748-63-2021
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第２次甲賀市地域福祉活動計画　地域で共に生きる
～ご近所福祉でまちづくり～　紹介第２弾!!特集

甲賀市のすべての人が安心して暮らせるよう、第２次甲賀市地域福祉活動計画に基づき、３つ
のテーマ（※１）の実現に向けて、現在４つのプロジェクト（※２）が進められています。本紙では、
４回シリーズで、それぞれのプロジェクトを紹介していきます。

見守り・支えあい・発見・解決プロジェクト
　「見守り」から「発見」へ、「発見」から「支えあい」へ、「支えあい」から「課題解決」へとつながる
循環発展型の見守り支えあいのネットワークを市内に広げ、高めていくことをめざします。また、地域住
民の生活課題解決に取り組むために、住民と関係機関・団体などの専門職のネットワークを構築していき
ます。

地域福祉活動計画

（※１）３つのテーマ

（※２）４つのプロジェクト

① 持続可能な
　見守り支えあい活動の充実
　「社会的孤立をなくしていこう」

② 福祉関係機関・団体の連携によ
る地域への支援

　 「地域の課題解決のため福祉関
係者も一緒に」

③ くらしの課題を解決する場、拠
点体制づくり

　「困っている人を放っておかない」
　 これらのテーマはさまざまなアン
ケートや聞き取り調査の分析に基づ
き、甲賀市における地域福祉の課題
をまとめたものです。

具体的な取組み
として

地域の居場所
（たまり場）づくり
プロジェクト

災害にも強い
地域づくり
プロジェクト

見守り・支えあい
発見・解決
プロジェクト

ふ・く・し
ネットワーク
プロジェクト

○ ご近所福祉推進協議会（各地域）に
よる福祉への取組み

住民・ボランティア・福祉団体の代表など
がつながり、日ごろの活動の情報交換や活
動上の困りごとの解決や、地域づくりの方
向性を話し合い、４つのプロジェクトを進
めています。

○ ご近所福祉推進委員会による市全体
の地域福祉推進（甲賀市全体）

各地域のご近所福祉推進協議会の実践交
流・情報交換、計画を進めていく場です。

　それぞれの地区で見守り活動に取り組まれている見守り隊
や、さまざまなボランティア、福祉団体、民生委員児童委員
などが連携し、協力しあって
気になる方を見守っています。
　こうした見守りネットワークの
取組みは、健康福祉会や区・町内
会などが中心となり、定期的な見
守り会議を開催して、情報交換や
困りごとを相談しあうことで、よ
り効果的な取組みとなっています。

見守り訪問・見守り会議

▲ 西野健康福祉会（土山地域）
　見守り会議のようす

　ちょっとした暮らしの困りごとを、一緒に解決できるよう
に取り組む生活支援ボランティア。
　お互いさまの気持ちで、“できるときに”“できることを”“で
きる人が”をモットーに、甲賀市内各地域において、活動が
広がりつつあります。すでに立ち上がっている甲南・土山地
域に加え、今年度は、甲賀・信楽地域で発足しました。今後、
水口地域でも発足される予定です。

生活支援ボランティア

　昨年度、実施された生活支援ボランティア養成講座
の受講者が中心となって、今年４月に発足しました。
子どもから高齢者まで、いろんな世代が手を取り合い、
支えあえる地域づくりをめざしたいという思いを込
め、マスコットキャラクターを作製し、作業時に着用
するビブスにもプリントしました。
　今後、多くの人に黄色いビブスを着た私たちを見て
いただけるよう、活動に取り組んでいきたいと思いま
す。なお、活動の依頼のほか、ボランティアメンバー
も募集中で
す。詳しい
お問合せは、
甲賀市社会
福祉協議会 
甲賀地域福
祉活動セン
ター（☎88-
2942）まで。

生活支援ボランティア
にんにんおたすけ隊（甲賀地域）

外出支援の取組み
“すまいるサポート”NP（ニューポリス）
＜甲南地域＞

生活支援ボランティア ほっと
（信楽地域）
　信楽地域では、以前より各地区で見守り活
動が活発に取り組まれています。見守り訪問
をされると、訪問先で生活の困りごとを聞か
れることがあります。見守り活動の中で見え
てきた生活課題の受け皿になるようなこと
ができないかと始められたのが生活支援ボ
ランティア“ほっと”の取組みです。活動内
容は、見守り活動のほか、お話し相手や家具
の移動、電球交換など、暮らしの中のちょっ
とした困りごとのお手伝いです。日頃からの
ご近所同士の関係を大切にされており、依頼
があった時はネットワークをうまく使って
スピーディに対応されています。代表の近藤
正隆さんは、「もともと存在した近隣者間の
助け合いの関係やご近所同士の付き合いが、
少しでも復活する“きっかけ”になればとい
う想いがあり、その実現に向けて頑張りた
い」と話されていました。今後も、見守り活
動や生活支援を通して、誰もが住みやすい地
域を目指していかれます。

　ニューポリスまちづくり委員会では、今年４月から、自家
用車を使っての病院や買い物の付き添い・送迎支援の活動が
行われています。現在、利用者は28人、ボランティアは15
人登録があります。買い物は毎週火曜日・金曜日に、病院へ
の通院は事務局で都度調整が行われています。
　取材に訪れた日、集合時間にボランティアと利用者が区草
の根ハウスに集合。互いに顔合わせをされたあと、それぞれ
車に乗り、町内のスーパーへ向かわれました。利用者は1時
間ほど買い物等をして店内で過ごされました。
　活動の中では、店内や病院の中で、必要に応じてボランティ
アと連絡が取れるよう、利用者にボランティアの連絡先が書
かれたカードが渡されるなどの工夫も見られました。
　また、定期的な活動のほかに、利用者とボランティアの交
流会も行われています。
　今後も活動を通し
て、互いに顔が見え
る関係づくり、そし
て地域の助けあい・
支えあいの取組みが
ますます深まること
が期待されます。

　現在甲賀市内において、すまいるサポートの他にもさまざ
まな外出支援の取組みが始まっています。社会福祉協議会で
は、市健康福祉部とともに、外出支援推進を目的とする検討
チームを立ち上げ、各地域での取組み支援のほか、貸出用車
両の配備の検討などの協議も進めています。
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第２次甲賀市地域福祉活動計画　地域で共に生きる
～ご近所福祉でまちづくり～　紹介第２弾!!特集

甲賀市のすべての人が安心して暮らせるよう、第２次甲賀市地域福祉活動計画に基づき、３つ
のテーマ（※１）の実現に向けて、現在４つのプロジェクト（※２）が進められています。本紙では、
４回シリーズで、それぞれのプロジェクトを紹介していきます。

見守り・支えあい・発見・解決プロジェクト
　「見守り」から「発見」へ、「発見」から「支えあい」へ、「支えあい」から「課題解決」へとつながる
循環発展型の見守り支えあいのネットワークを市内に広げ、高めていくことをめざします。また、地域住
民の生活課題解決に取り組むために、住民と関係機関・団体などの専門職のネットワークを構築していき
ます。

地域福祉活動計画

（※１）３つのテーマ

（※２）４つのプロジェクト

① 持続可能な
　見守り支えあい活動の充実
　「社会的孤立をなくしていこう」

② 福祉関係機関・団体の連携によ
る地域への支援
　 「地域の課題解決のため福祉関
係者も一緒に」

③ くらしの課題を解決する場、拠
点体制づくり
　「困っている人を放っておかない」
　 これらのテーマはさまざまなアン
ケートや聞き取り調査の分析に基づ
き、甲賀市における地域福祉の課題
をまとめたものです。

具体的な取組み
として

地域の居場所
（たまり場）づくり
プロジェクト

災害にも強い
地域づくり
プロジェクト

見守り・支えあい
発見・解決
プロジェクト

ふ・く・し
ネットワーク
プロジェクト

○ ご近所福祉推進協議会（各地域）に
よる福祉への取組み

住民・ボランティア・福祉団体の代表など
がつながり、日ごろの活動の情報交換や活
動上の困りごとの解決や、地域づくりの方
向性を話し合い、４つのプロジェクトを進
めています。

○ ご近所福祉推進委員会による市全体
の地域福祉推進（甲賀市全体）

各地域のご近所福祉推進協議会の実践交
流・情報交換、計画を進めていく場です。

　それぞれの地区で見守り活動に取り組まれている見守り隊
や、さまざまなボランティア、福祉団体、民生委員児童委員
などが連携し、協力しあって
気になる方を見守っています。
　こうした見守りネットワークの
取組みは、健康福祉会や区・町内
会などが中心となり、定期的な見
守り会議を開催して、情報交換や
困りごとを相談しあうことで、よ
り効果的な取組みとなっています。

見守り訪問・見守り会議

▲ 西野健康福祉会（土山地域）
　見守り会議のようす

　ちょっとした暮らしの困りごとを、一緒に解決できるよう
に取り組む生活支援ボランティア。
　お互いさまの気持ちで、“できるときに”“できることを”“で
きる人が”をモットーに、甲賀市内各地域において、活動が
広がりつつあります。すでに立ち上がっている甲南・土山地
域に加え、今年度は、甲賀・信楽地域で発足しました。今後、
水口地域でも発足される予定です。

生活支援ボランティア

　昨年度、実施された生活支援ボランティア養成講座
の受講者が中心となって、今年４月に発足しました。
子どもから高齢者まで、いろんな世代が手を取り合い、
支えあえる地域づくりをめざしたいという思いを込
め、マスコットキャラクターを作製し、作業時に着用
するビブスにもプリントしました。
　今後、多くの人に黄色いビブスを着た私たちを見て
いただけるよう、活動に取り組んでいきたいと思いま
す。なお、活動の依頼のほか、ボランティアメンバー
も募集中で
す。詳しい
お問合せは、
甲賀市社会
福祉協議会 
甲賀地域福
祉活動セン
ター（☎88-
2942）まで。

生活支援ボランティア
にんにんおたすけ隊（甲賀地域）

外出支援の取組み
“すまいるサポート”NP（ニューポリス）
＜甲南地域＞

生活支援ボランティア ほっと
（信楽地域）
　信楽地域では、以前より各地区で見守り活
動が活発に取り組まれています。見守り訪問
をされると、訪問先で生活の困りごとを聞か
れることがあります。見守り活動の中で見え
てきた生活課題の受け皿になるようなこと
ができないかと始められたのが生活支援ボ
ランティア“ほっと”の取組みです。活動内
容は、見守り活動のほか、お話し相手や家具
の移動、電球交換など、暮らしの中のちょっ
とした困りごとのお手伝いです。日頃からの
ご近所同士の関係を大切にされており、依頼
があった時はネットワークをうまく使って
スピーディに対応されています。代表の近藤
正隆さんは、「もともと存在した近隣者間の
助け合いの関係やご近所同士の付き合いが、
少しでも復活する“きっかけ”になればとい
う想いがあり、その実現に向けて頑張りた
い」と話されていました。今後も、見守り活
動や生活支援を通して、誰もが住みやすい地
域を目指していかれます。

　ニューポリスまちづくり委員会では、今年４月から、自家
用車を使っての病院や買い物の付き添い・送迎支援の活動が
行われています。現在、利用者は28人、ボランティアは15
人登録があります。買い物は毎週火曜日・金曜日に、病院へ
の通院は事務局で都度調整が行われています。
　取材に訪れた日、集合時間にボランティアと利用者が区草
の根ハウスに集合。互いに顔合わせをされたあと、それぞれ
車に乗り、町内のスーパーへ向かわれました。利用者は1時
間ほど買い物等をして店内で過ごされました。
　活動の中では、店内や病院の中で、必要に応じてボランティ
アと連絡が取れるよう、利用者にボランティアの連絡先が書
かれたカードが渡されるなどの工夫も見られました。
　また、定期的な活動のほかに、利用者とボランティアの交
流会も行われています。
　今後も活動を通し
て、互いに顔が見え
る関係づくり、そし
て地域の助けあい・
支えあいの取組みが
ますます深まること
が期待されます。

　現在甲賀市内において、すまいるサポートの他にもさまざ
まな外出支援の取組みが始まっています。社会福祉協議会で
は、市健康福祉部とともに、外出支援推進を目的とする検討
チームを立ち上げ、各地域での取組み支援のほか、貸出用車
両の配備の検討などの協議も進めています。
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令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費

ご加入ありがとうございました
　甲賀市社会福祉協議会の賛助会員･団体会員･特別会員にご加入いただき、厚くお礼申し上げます。会員加入くださった
賛助会員･団体会員･特別会員さまのご芳名を掲載いたします。（地域別・敬称略・順不同）
　なお、８月１日以降にご加入の会員様につきましては、次号で掲載・紹介させていただく予定ですのでご了承ください。

一般会費 8,912,041円
賛助会費 827,000円
団体会費 56,000円
特別会費 20,000円

ご協力ありがとうございました。

合　　計　 9,815,041円

令和元年7月31日現在

水　口　地　区
相川会計事務所
㈱あきない応援団
アルクケア㈱
㈱池本
㈱井上包装
井上美智江税理士事務所
岩上産業㈱
岩谷医院
㈱エィ . ティ . エスバロン
㈲エーワイ芦田保険事務所
近江工芸 ㈲
近江肉山村
大谷内不動産
大辻税理士事務所
㈱オートバックス・甲賀店
㈱岡春工務店
㈱岡村設計
㈱奥田工務店水口支店
奥野農機
カーショップ川島
㈱片淵建築事務所
㈱カワシマ
関西硝子㈱
関西ベストフーズ㈱
木村医院
木村歯科クリニック
共和工業㈱滋賀工場
㈱近新 水口店
㈱熊木
倉田建設㈱
クリエイト機械㈱
㈱建研水口工場
甲賀協同ガス㈱
㈳甲賀市シルバー人材センター
甲賀林材 ㈱
㈱酵素の世界社
㈱湖光
㈱コスモ警備
湖東信用金庫水口支店
サカイ薬局

㈱滋賀銀行水口支店
滋賀県信用組合本店営業部
滋賀設備㈱
㈲システム防災ミヤジ
島本微生物工業㈱
尚友会　速水医院
ショット日本株式会社
白井松新薬 ㈱滋賀工場
新光工業 ㈱
住友電工プリントサーキット㈱
㈱清晃自動車工業
㈱星光舎　ダスキン滋賀工場
税理士法人上杉会計事務所
積水化学工業㈱滋賀水口工場
積水水口化工 ㈱
セキスイボード㈱
㈱大栄実業
㈱大正堂
高須整骨院
竹田産業㈱
田代外科医院
たち建設㈱
谷口接骨院
辻寅建設㈱
辻正電気㈱
TOTO㈱滋賀第２工場
㈲徳田石材
トヨタ紡織滋賀㈱
㈱トヨタレンタリース滋賀
西居庄蔵
西川産業㈲
西田酒造㈱
西村建設㈱
日新製薬㈱
㈱服部
林素也税理士事務所
ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場
樋口金物㈱
㈱日立建機テｲエラ滋賀工場
㈲ひまわり薬局
廣川・岩田税理士法人

㈱福本設備
㈲富士コーポレーション
㈱フジサワ建設
㈱藤本酒造
ペガサスミシン製造㈱滋賀工場
碧水観光㈱グリーンヒルサントピア
ポーラ化粧品　水口営業所
松田歯科クリニック
㈱松田安太郎商店
円山化成工業㈱
㈱三井田商事
水口アレックスシネマ
水口センチュリーホテル㈱
㈳水口病院
㈱水口福祉社
水口ペットショップ
ミフクエステート㈱
村田印刷㈱
ムラタボデー
㈱メンテナンスセンター
㈱山﨑ライフエナジー
㈱山崎不動産
山中塗装看板店
㈱裕信製作所
吉村印刷所
㈱ライフ

土　山　地　区
㈱アサヒパクテム
綾戸燃料店
うだ医院
近江バラス㈲
㈱大阪特殊鋼管製造所滋賀工場
㈱大隅建設
㈱大森商会
㈱片岡工務店
㈱加藤製作所
かりゆしクリニック
近畿エイブル㈱
近畿化学工業㈱
㈱近畿理研
甲賀バラス㈱

このはな薬局
㈲小山鉄工
株式会社ジーテクト
ジェイドルフ製薬㈱
㈱シガ・エージェントシステム
瀬古勝製菓舗
双鈴ゴルフクラブ土山コース
大宝柊木㈱
㈱ダイヤモンド滋賀
田村神社
㈱辻製材所
東海精工㈱
頓宮モータース
日之出水道機器㈱滋賀物流センター
㈱平田自工　ホンダカーズ土山
福本自動車鈑金塗装
松山産業㈱
ＭＡＲＵＧＯ㈱
丸安茶業㈱
㈱マルヨシ近江茶
㈲和晃プラスチック
前田　康雄

甲　賀　地　区
㈱大井鉄工所
大原薬品工業㈱
㈱関西技研
甲賀金属工業㈱
甲賀石油㈲
甲賀電気設備㈱
甲陽興産㈱
小島産業㈱滋賀工場
コムウッドゴルフクラブ
三陽建設㈱
㈲椎野商会
滋賀県製薬㈱
瀬古自動車工業㈱
第一石油㈲
武田テバ薬品㈱
㈱辻正
西田歯科医院
フジカーボン㈱
㈲よしかわでんき
吉川板金工業㈲

甲　南　地　区
㈱アークレイファクトリー
㈱アルサスエンジニアリング
㈲オートショップビッグワン
㈱岡根
近畿研磨材工業㈱

㈱グリーンウッドパーク
㈱甲栄自動車工業
甲賀流忍術屋敷
仁生会甲南病院
㈱エスカディア
㈲田口石油
㈲田辺工務店
㈱ドンクリエイト
藤田産業㈱
平和発條㈱滋賀工場
ミヤコカッター㈲
森島石油

信　楽　地　区
㈱朝宮ゴルフコース
飯田歯科医院
㈱ウエダ
㈱植西設備工業商会
近江鍛工㈱
近江道路土木㈱
大塚オーミ陶業㈱
㈲兼松
㈲かねみ
㈱きくおか電気商会
㈱小泉商店
小西生花店
㈱三東工業社
㈱滋賀松風
信楽陶器卸商業協同組合
神慈秀明会
㈲信和オートサービス
大喜建設工業㈱
㈱ナカニシ自動車
㈱平和堂
㈱マルタ陶喜
村木電気水道工業㈱

㈲山本産業
リゾートトラストゴルフ事業㈱
ザ・カントリークラブ
㈱レッキスホースパーク
奥村　道快

団　体　会　員
社会福祉法人　天地会
社会福祉法人　湖東会
甲賀市デイサービスセンター
社会福祉法人　八起会
社会福祉法人　近江和順会
社会福祉法人　甲賀会 甲賀荘
社会福祉法人　甲南会　せせらぎ苑
社会福祉法人　瑠璃光会
社会福祉法人　さわらび福祉会 
さわらび作業所
社会福祉法人　さわらび福祉会　
第二さわらび作業所
社会福祉法人　しがらき会
社会福祉法人　信楽くるみ福祉会
くるみ作業所
社会福祉法人　ひまわり会
社会福祉法人　おさなご会
甲賀市ボランティア連絡協議会
甲賀市赤十字奉仕団連合会
甲賀市介護者の会
ゆうゆう甲賀クラブ
甲賀市民生委員児童委員協議会連合会
甲賀市介護サービス事業者協議会
NPO法人ふれ愛パーク

特　別　会　員
ＩＣＴ．3756
株式会社HONKI
㈱三和
匿名　1名
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社協こうか　第 88 号

令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費令和元年度　甲賀市社会福祉協議会　賛助会費･団体会費･特別会費

ご加入ありがとうございました
　甲賀市社会福祉協議会の賛助会員･団体会員･特別会員にご加入いただき、厚くお礼申し上げます。会員加入くださった
賛助会員･団体会員･特別会員さまのご芳名を掲載いたします。（地域別・敬称略・順不同）
　なお、８月１日以降にご加入の会員様につきましては、次号で掲載・紹介させていただく予定ですのでご了承ください。

一般会費 8,912,041円
賛助会費 827,000円
団体会費 56,000円
特別会費 20,000円

ご協力ありがとうございました。

合　　計　 9,815,041円

令和元年7月31日現在

水　口　地　区
相川会計事務所
㈱あきない応援団
アルクケア㈱
㈱池本
㈱井上包装
井上美智江税理士事務所
岩上産業㈱
岩谷医院
㈱エィ . ティ . エスバロン
㈲エーワイ芦田保険事務所
近江工芸 ㈲
近江肉山村
大谷内不動産
大辻税理士事務所
㈱オートバックス・甲賀店
㈱岡春工務店
㈱岡村設計
㈱奥田工務店水口支店
奥野農機
カーショップ川島
㈱片淵建築事務所
㈱カワシマ
関西硝子㈱
関西ベストフーズ㈱
木村医院
木村歯科クリニック
共和工業㈱滋賀工場
㈱近新 水口店
㈱熊木
倉田建設㈱
クリエイト機械㈱
㈱建研水口工場
甲賀協同ガス㈱
㈳甲賀市シルバー人材センター
甲賀林材 ㈱
㈱酵素の世界社
㈱湖光
㈱コスモ警備
湖東信用金庫水口支店
サカイ薬局

㈱滋賀銀行水口支店
滋賀県信用組合本店営業部
滋賀設備㈱
㈲システム防災ミヤジ
島本微生物工業㈱
尚友会　速水医院
ショット日本株式会社
白井松新薬 ㈱滋賀工場
新光工業 ㈱
住友電工プリントサーキット㈱
㈱清晃自動車工業
㈱星光舎　ダスキン滋賀工場
税理士法人上杉会計事務所
積水化学工業㈱滋賀水口工場
積水水口化工 ㈱
セキスイボード㈱
㈱大栄実業
㈱大正堂
高須整骨院
竹田産業㈱
田代外科医院
たち建設㈱
谷口接骨院
辻寅建設㈱
辻正電気㈱
TOTO㈱滋賀第２工場
㈲徳田石材
トヨタ紡織滋賀㈱
㈱トヨタレンタリース滋賀
西居庄蔵
西川産業㈲
西田酒造㈱
西村建設㈱
日新製薬㈱
㈱服部
林素也税理士事務所
ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場
樋口金物㈱
㈱日立建機テｲエラ滋賀工場
㈲ひまわり薬局
廣川・岩田税理士法人

㈱福本設備
㈲富士コーポレーション
㈱フジサワ建設
㈱藤本酒造
ペガサスミシン製造㈱滋賀工場
碧水観光㈱グリーンヒルサントピア
ポーラ化粧品　水口営業所
松田歯科クリニック
㈱松田安太郎商店
円山化成工業㈱
㈱三井田商事
水口アレックスシネマ
水口センチュリーホテル㈱
㈳水口病院
㈱水口福祉社
水口ペットショップ
ミフクエステート㈱
村田印刷㈱
ムラタボデー
㈱メンテナンスセンター
㈱山﨑ライフエナジー
㈱山崎不動産
山中塗装看板店
㈱裕信製作所
吉村印刷所
㈱ライフ

土　山　地　区
㈱アサヒパクテム
綾戸燃料店
うだ医院
近江バラス㈲
㈱大阪特殊鋼管製造所滋賀工場
㈱大隅建設
㈱大森商会
㈱片岡工務店
㈱加藤製作所
かりゆしクリニック
近畿エイブル㈱
近畿化学工業㈱
㈱近畿理研
甲賀バラス㈱

このはな薬局
㈲小山鉄工
株式会社ジーテクト
ジェイドルフ製薬㈱
㈱シガ・エージェントシステム
瀬古勝製菓舗
双鈴ゴルフクラブ土山コース
大宝柊木㈱
㈱ダイヤモンド滋賀
田村神社
㈱辻製材所
東海精工㈱
頓宮モータース
日之出水道機器㈱滋賀物流センター
㈱平田自工　ホンダカーズ土山
福本自動車鈑金塗装
松山産業㈱
ＭＡＲＵＧＯ㈱
丸安茶業㈱
㈱マルヨシ近江茶
㈲和晃プラスチック
前田　康雄

甲　賀　地　区
㈱大井鉄工所
大原薬品工業㈱
㈱関西技研
甲賀金属工業㈱
甲賀石油㈲
甲賀電気設備㈱
甲陽興産㈱
小島産業㈱滋賀工場
コムウッドゴルフクラブ
三陽建設㈱
㈲椎野商会
滋賀県製薬㈱
瀬古自動車工業㈱
第一石油㈲
武田テバ薬品㈱
㈱辻正
西田歯科医院
フジカーボン㈱
㈲よしかわでんき
吉川板金工業㈲

甲　南　地　区
㈱アークレイファクトリー
㈱アルサスエンジニアリング
㈲オートショップビッグワン
㈱岡根
近畿研磨材工業㈱

㈱グリーンウッドパーク
㈱甲栄自動車工業
甲賀流忍術屋敷
仁生会甲南病院
㈱エスカディア
㈲田口石油
㈲田辺工務店
㈱ドンクリエイト
藤田産業㈱
平和発條㈱滋賀工場
ミヤコカッター㈲
森島石油

信　楽　地　区
㈱朝宮ゴルフコース
飯田歯科医院
㈱ウエダ
㈱植西設備工業商会
近江鍛工㈱
近江道路土木㈱
大塚オーミ陶業㈱
㈲兼松
㈲かねみ
㈱きくおか電気商会
㈱小泉商店
小西生花店
㈱三東工業社
㈱滋賀松風
信楽陶器卸商業協同組合
神慈秀明会
㈲信和オートサービス
大喜建設工業㈱
㈱ナカニシ自動車
㈱平和堂
㈱マルタ陶喜
村木電気水道工業㈱

㈲山本産業
リゾートトラストゴルフ事業㈱
ザ・カントリークラブ
㈱レッキスホースパーク
奥村　道快

団　体　会　員
社会福祉法人　天地会
社会福祉法人　湖東会
甲賀市デイサービスセンター
社会福祉法人　八起会
社会福祉法人　近江和順会
社会福祉法人　甲賀会 甲賀荘
社会福祉法人　甲南会　せせらぎ苑
社会福祉法人　瑠璃光会
社会福祉法人　さわらび福祉会 
さわらび作業所
社会福祉法人　さわらび福祉会　
第二さわらび作業所
社会福祉法人　しがらき会
社会福祉法人　信楽くるみ福祉会
くるみ作業所
社会福祉法人　ひまわり会
社会福祉法人　おさなご会
甲賀市ボランティア連絡協議会
甲賀市赤十字奉仕団連合会
甲賀市介護者の会
ゆうゆう甲賀クラブ
甲賀市民生委員児童委員協議会連合会
甲賀市介護サービス事業者協議会
NPO法人ふれ愛パーク
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株式会社HONKI
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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

事業別の主な実施内容

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
⑥当事者・団体支援
⑦福祉ボランティア活動・市民活動の支援
⑧広報、地域福祉大会、人材育成
　　広報紙の発行、地域福祉大会の開催

⑨共同募金運動の推進
⑩指定管理・受託事業
　　障がい児タイムケア事業
　　障がい児等の居場所づくりの推進
　　ファミリーサポートセンター事業
　　ふくしマンパワーねっと事業
　　被災地支援

「相談・支援」の取り組み

生活困窮者の自立を支援する取り組み
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　
小口資金貸付事業・生活福祉資金貸付事業
地域福祉権利擁護事業（こうかあんしんネットセンター）
障がい者への相談支援・計画相談支援の実施
滋賀の縁創造実践センター事業への参画・協働
市民の福祉に関する困りごとへの相談援助

福祉作業所の運営

つちやま福祉作業所／甲賀福祉作業所
就労継続支援B型事業、リサイクル事業、
下請事業ほか（両作業所）
自主事業（製菓事業・喫茶事業）（甲賀）
喫茶お和しすの事業運営　（甲賀）
すまいるかふぇへの事業参画（両作業所）

①在宅看取りケア・認知症ケア
　　在宅看取りケアの実践・認知症ケアの実践
　　認知症キャラバン啓発事業（市受託）

②各事業体制強化の取り組み
③訪問介護事業（市内5事業所）
　　痰吸引認定訪問介護員の育成
　　緩和型サービス事業所指定申請
　　自立支援給付（障がい）
　　産じょく期ヘルパー派遣事業（市受託）
　　保険外サービス
　　安否確認安心ダイヤル事業

④訪問入浴事業
　　在宅看取り・認知症事例検討会
　　甲賀市身体障害者入浴サービス事業

⑤通所介護事業
　　利用者の社会参加・自立支援
　　福祉学習受け入れ実施

⑥訪問看護事業
　　退院支援機能強化事業　
　　訪問看護ステーション同行・見学受け入れ
　　喀痰吸引等実地研修指導

⑦居宅介護支援事業
　　社協全ケアマネジャー認知症支援報告会開催
　　滋賀県介護支援専門員研究会発表
　　�甲賀市が開催する自立支援型小地域ケア会議へ、

専門職（歯科衛生士）のアドバイザーとして参画

平成30年度　甲賀市社協の 事業報告
　平成30年度甲賀市社会福祉協議会は、第2次地域福祉活動計画2年目の年となり、計画で掲げた4つの
プロジェクト（①見守り・支えあい・発見・解決プロジェクト、②ふ・く・しネットワークプロジェクト、
③地域の居場所づくりプロジェクト、④災害にも強い地域づくりプロジェクト）を各町地域において、
ご近所福祉推進協議会等が中心となり、より実行性のあるものとして推進しました。

重点事業の取り組み
１.地域福祉活動計画のプロジェクト推進
２.ふくしマンパワーねっとこうか推進
３.在宅看取りケアの推進
４.認知症への支援
５.「イクボス」の推進

令和元年９月15日8

社協こうか　第 88 号

事
業
報
告



※�法人内の資金移動は含まれていません。

平成30年度　甲賀市社協の 決算報告  一般会計収支決算

収入の部  982,647
単位：千円

社協会費 11,821
寄附金 4,956
補助金・助成金 125,669
事業受託金 65,542
貸付事業収入 1,151
事業収入 3,972
負担金収入 15,055

前年度繰越 41,800
積立資産取崩収入 101,922
施設整備等補助金収入 891
その他収入 14,278
受取利息配当金収入 388
医療事業収入 14,744

就労支援事業収入 18,560

障害福祉サービス等
　事業収入 86,401 介護保険事業収入

475,497

建物設備、車輌、器具備品など 24,671
積立金・預け替えなど 116,210

小口貸付欠損額 593
その他の支出 662
支払利息支出 70
自治会、サロン、
　ボランティアグループ
　などへの助成 10,954
共同募金配分金事業 5,160
貸付事業支出 684
利用者負担軽減額 169
就労支援事業支出 17,139
事務費 44,405
事業費 51,648

支出の部  982,647
単位：千円

人件費
710,282

　平成30年7月豪雨災害への義援金を社協窓口で受け付

けましたところ、計２件501,591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。

◎平成30年7月豪雨災害義援金　２件
寄付者名 金額（円）

匿名 500,000
その他（募金箱）1件 1,591

計 501,591
義援金受付状況
（令和元年5月1日～令和元年7月31日受付分）

○ 平成28年熊本地震義援金（2020年3月31日まで）
○ 平成30年7月豪雨災害義援金（2020年6月30日まで）
○ 北海道胆振東部地震義援金（2019年9月30日まで）

現在、社協で募集している義援
金は右記の通りです。引き続き
よろしくお願いします。

義援金にご協力いただきありがとうございました。

令和元年６月15日発行の社協こうか第87号、平成30年度共同募金共同事業所・団体一覧で（株）金田工業様のお名前
を間違って掲載していました。お詫びして訂正いたします。

誤：金田工業（株）⇒�正：（株）金田工業

〈
お
詫
び
〉

令和元年９月15日 9

社協こうか　第 88 号

決
算
報
告
・

義
援
金
の
お
礼



♪碧水荘短期教養教室 参加者募集♪
①はじめてのパッチワーク教室
開催日時　�11月7・21日、12月5・12日いずれも木曜日

1月10日（金）
　　　　　10：00〜12：00
参加費（材料費）　1作品1,000円程度
保険代　100円（全5回分）
持ち物　裁縫セット、筆記用具
募集人数　10名

②100歳時代に備える健康体操教室
開催日時　11月14・28日、12月１2・26日
　　　　　10：00〜11:30
　　　　　1月16・30日　13:30〜15：00　　　　　
　　　　　いずれも木曜日
参加費　500円（１回）
保険代　100円（全6回分）
持ち物　�お茶、タオル、バスタオル、　　　　　　　

動きやすい服装、運動靴
募集人数　25名

対 象 者：甲賀市内在住の65歳以上の方
開催場所：老人福祉センター碧水荘（水口スポーツの森内）
申込期間：①９月17日（火）〜10月22日（火）
　　　　　②９月17日（火）〜11月８日（金）
　　　　　月曜日〜金曜日（祝日除く）８：30〜17：15まで
　　　　　各教室定員になり次第、締め切らせていただきます。
お申込み・お問合せ：老人福祉センター碧水荘　☎�62－6080　FAX�62－6096

初心者の方大歓迎、たくさんの
応募お待ちしております

　甲賀市身体障害者更生会では、身体障害者手帳をお持ちの方の入会を募集しております。
　当会は、会員相互の親睦を図るとともに、相互扶助をもって関係諸団体と提携し、協力して福祉の充実と向
上に努め、会員同士の相互理解、生活環境の改善、自立更生を目的としています。会員のみなさんとのふれあ
いを通じて、楽しく充実した人生を送りましょう。
　本会主催の事業といたしまして、年2回の会員ふれあい親睦旅行、障がいの程度に応じた各種スポーツ大
会への参加、食事会などを行っております。
　是非、この機会にご入会ください。

【お問合せ先】 甲賀市身体障害者更生会　会長　増田定雄
　　　　　　 ☎�88－3278　FAX�88－5524

身体障害者
手帳

身体障害者
手帳

甲賀市身体障害者更生会 入会募集のご案内

事務所移転のお知らせ
　信楽開発センターの改装工事完了に伴い、右
記の事業所の事務所を９月30日に移転します。
なお、電話番号とFAX番号の変更はありません
のでそのままご利用いただけます。

●信楽地域福祉活動センター　　　　　　
●ケアプランセンターしがらき
●社協訪問看護ステーション（しがらきサテライト）
　【新住所】信楽町長野1252番地�（信楽開発センター）
●ヘルパーステーションしがらき
　【新住所】信楽町長野372番地�（信楽中央病院　医師官舎）
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「無料法律相談」のご案内

　甲賀市社会福祉協議会では、市内在住の方を対象に「無料法律相談」を開
催しています。
　開催日は下記のとおりです。秘密は厳守されます。
　※開催日の２週間前からの電話予約が必要です。

開 催 日 開　催　場　所 予約受付開始日
9月19日（木）水口社会福祉センター 9月 5日（木）
9月26日（木）かふか生涯学習館（甲賀） 9月12日（木）
10月 3日（木）水口社会福祉センター 9月19日（木）
10月17日（木）水口社会福祉センター 10月 3日（木）
10月24日（木）信楽開発センター 10月10日（木）
11月 7日（木）水口社会福祉センター 10月24日（木）

開 催 日 開　催　場　所 予約受付開始日
11月21日（木）水口社会福祉センター 11月 7日（木）
11月28日（木）甲南第一地域市民センター 11月14日（木）
12月 5日（木）水口社会福祉センター 11月21日（木）
12月19日（木）水口社会福祉センター 12月 5日（木）
12月26日（木）甲南第一地域市民センター 12月12日（木）

【予 約 受 付】�開催日２週間前から受付（各日先着６名）
【予約申込先】��甲賀市社会福祉協議会　相談支援課��

☎62－8085まで（�受付時間９：00〜17：00）
【開 催 時 間】�13：00〜16：00（おひとり30分）
【そ　の　他】��弁護士による相談です。�

（※同一事案での継続利用はできません。）

金銭預託 物品寄附

心温まるご寄附をありがとうございました
甲賀市善意銀行　令和元年５月１日　～　令和元年７月31日　受付分

寄附者名（使途） 金額（単位：円）
森井 登 様 50,000
ラブリー土山ミュージック�様（つちやま福祉作業所へ） 43,506
国際ソロプチミスト甲賀�様（つちやま福祉作業所へ） 30,000
隠岐�傳次�様（デイサービスセンターすこやか荘へ） 30,000
服部�和昭�様
小林�忠義�様 5,572

水口地区ケアマネジャー連絡会 様 6,477
(有)三王都市開発�様 100,000
山本造園�様 3,000
なかよしファミリー�様（甲南町の地域福祉のために） 2,000
竹口�拓志�様（みんなくる会・サロンまなびへ） 10,000
匿名 22,400

寄附者名 物�品�名（使途）
隠岐�傳次�様 ドリンク
よのファーム�様 たまねぎ�段ボール1箱
ゆうゆう甲賀クラブ
土山支部�様 雑巾�30枚

更生保護女性会
貴生川部会�様 雑巾�ほか

水口町更生保護女性会�様 たまねぎ7.3kg・じゃがいも5.2kg・
米10kg

なかよしファミリー�様 プール
増田　富一�様 オムツ4袋

匿名（6名）

米10ｋｇ･もち米10ｋｇ
クリアファイル･文具･飾り
介護パンツ�30枚×4、20枚×5
食品・シーチキン･色紙
（子ども･障がい者の事業へ）
大人用紙オムツ・おむつ･肌着・靴下等甲賀市社会福祉協議会のホームページを

リニューアルしました。
新ホームページはP12のQRコードからご覧ください
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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

地域活動支援部　　TEL.0748-76-3287　FAX.0748-63-2021

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88号
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令和元年度（2019年度）甲賀市赤い羽根共同募金運動

改元記念『甲賀流赤い羽根バッジ』
デザイン募集・投票結果大発表！
　令和元年（2019 年）10 月 1 日から実施する赤い羽根共同募金運動に向け、より一層の郷土愛を深める
とともに共同募金運動への関心を盛り上げることを目的に『甲賀流赤い羽根バッジ』のデザインを募集しま
したところ、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、次のとおり募金バッジ
採用作品と、各種入賞作品を決定いたしました。

『甲賀流赤い羽根バッジ』は、令和元年10月1日から！
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。

デザイン募集にご応募いただいたみなさま、投票にご協力いただきましたみなさま、誠にありがとうございました！

甲賀市の
赤い羽根賞

土山町
竹村 未来 さん

甲賀市長賞

信楽高校
藤本 将詠 さん

甲賀市
教育長賞
油日小学校

中馬 しずく さん

優秀賞

甲賀市
社会福祉
協議会長賞

栗東市
高城 圭吾 さん

水口高校
伊藤 涼華 さん

水口町
田中 尚子 さん

甲南町
尾形 智美 さん

甲南中部小学校
森島 優菜 さん

信楽高校
城多 柚奈 さん

信楽高校
武村 桃花 さん

令和元年
度の

『甲賀流
赤い羽根

バッジ』

デザイン採
用作品！

子どもたちの笑顔あふれる20日間!!
この事業を支えていただいたみなさまありがとうございました
　甲賀市社会福祉協議会では、今年もたくさん
のボランティアの方々に協力いただき無事20日
間の日程を終了しました。
　今年度は、市内２つのブロック①（水口・信楽）
②（甲南・甲賀・土山）に分け、会場は市内の公
共施設を中心にそれぞれの町が合同で開催し、送
迎には甲賀市の福祉バスを利用しました。
　合同開催により、普段出会うことのない他町
のお友達に戸惑う面も見られましたが、回を重
ねるたびに子どもたちも慣れて、大変にぎやか
で笑顔あふれるサマースクールとなりました。
　この活動は、指導員・ボランティアを中心に、
保護者、学校関係者、福祉団体の方々等地域のさ

まざまな方々が、障がいを持つ子どもたちへの理
解と協力により成り立つ事業でもあります。そし
て、中・高校生のみなさんのボランティア体験の
一役も担っている活動としても定着しています。
　近年、障がい児の一時預かりなどの福祉サー
ビスも充実してきたことにより、サマースクー
ルの参加者は年々減少してきました。しかし、
地域で生活を共にする子どもたちへの理解を広
げていきたいという思いから、今後も甲賀市社
会福祉協議会は地域のみなさまと共に「居場所
づくり」として取り組んでまいります。
　事業にご協力いただいたすべての方々に心よ
り感謝いたします。ありがとうございました。

甲賀市

サマ
ースクール

水口　◆消防車に乗ろう◆

甲南　◆もんじゃ作り◆ 土山　◆キッズダンス◆ 信楽　◆缶バッジ作り◆

甲賀　◆ボッチャをしよう◆
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