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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
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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

　介護の専門家のアドバイスを得たり、相談・交流・
情報交換等ができる場です。お子さんからご高齢の
方までどなたでもご参加いただけます。

開催日時：1月15日、3月18日
　　（奇数月の第3水曜日　13：00～16：00）

開催場所：デイサービスセンターすこやか荘
　　（甲賀町大原中355番地　☎88-5245）

介護支援専門員・看護師がおります。

お気軽にご相談ください。

「すこやかcafeでぃもんす とは？」



本年もよろしく お願いします
　令和２年が始まりました。新春号恒例、地域のみなさんに今年の
抱負を書いていただきました。
　自分の居場所での活躍が周りの人を笑顔にできる、そんなあたた
かい甲賀市になるよう今年もみんなでがんばっていきましょう！

▲�黄瀬いきいきサロンに来られたみなさん

▲�江田・神山子育てひろばに
遊びに来られたみなさん

▲�ご長寿の仲良しご夫婦の
　森
もり

地
ち

浩
ひろし

さん（98歳）と辰
たつ

江
え

さん（103歳）

▲�傾聴ボランティアほほえみ会のみなさん

▲�竹
たけ

尾
お

昇
のぼる

さん（劇団ふりぃだむ等
で地域貢献されています）

▲�宮
みや

路
じ

晶
あき

子
こ

さん
　�（すまいるカフェで
活躍中）
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本年もよろしく お願いします

▲甲賀町民生委員児童委員協議会を退任されたみなさん

▲�木
き

田
だ

隼
はや

人
と

さん
　�（公共施設の清
掃も頑張ってさ
れています）▲�柴

しば

田
た

眞
まさ

葵
き

さん（サマースクールの
　ボランティアを頑張ってくれました）

水口町民生委員児童委員協議会▲
会長　中

なか

井
い

常
つね

雄
お

さん　

▲�にんにんおたすけ隊のみなさん

▲劇団ふりぃだむのみなさん

▲�甲賀ふくしセラピストの会の
　みなさん
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特集 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３弾!!

　甲賀市のすべての人が安心して暮らせるよう、第２次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。

災害にも強い地域づくりプロジェクト
　昨今、東日本大震災をはじめとする地震や台風など大雨、土砂災害な
ど多くの災害が起こっています。その中で、「災害（防災）」における「福
祉」の視点は欠かせません。
　そのため、「災害にも強い地域づくりプロジェクト」では、平常時か
らの見守り活動をはじめとする地域福祉活動と防災活動の連携や協力、
災害時における被災した地域や世帯を速やかに支援できる仕組みづくり
を進めています。

災害福祉ネットワーク委員会の取り組み

災害福祉ボランティアセンター設置運営訓練

　現在、災害にも強い地域づくりを目指して、各地域のご近所福
祉推進協議会より選出された委員からなる「災害福祉ネットワー
ク委員会」を開催しています。
　委員会では、災害時において地域・行政・団体などどのような
役割があるのか、どのような取り組みが必要か等を話し合われ、
12月には、甲賀市内で取り組まれている福祉を視点とした防災活
動をまとめた冊子を作成しました。

　今後は、平常時からの取り組みとして、さまざまなネットワークづくりの推進、「防災」と「福祉」を視点
とした活動の推進、災害時には被災地域や世帯を速やかに支援できる仕組みとして「災害福祉ボランティア
センター」のあり方や体制についても検討していきます。
　さらに、こういった取り組みを進めるために「災害福祉ネットワークセンター」を設置し、より一層の取
り組みを進めていきます。

　11月17日（日）かふか生涯学習館で開催された甲賀市総合防災訓練に
て、災害福祉ボランティアセンター設置運営訓練を行いました。発災から
災害福祉ボランティアセンター設置までの流れを市・社協職員で訓練し、
その後市内の災害福祉ボランティアのみ
なさんに加わっていただき、想定事例を
基に災害福祉ボランティアセンターの役
割と、被災者支援活動への流れなどをグ
ループワークにて確認しました。

　もしもの時の備えを、このようなソフト面と、ハード面両方で進めてい
く必要性を参加者全員で再確認する機会となりました。
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災害福祉講演会開催のお知らせ

　平常時の取り組みと災害時の仕組みづ
くりを進めるために『災害福祉講演会』
を開催します。
　区自治会のみなさまをはじめ、防災活
動、福祉活動など地域づくりを進める方、
災害福祉活動に関心のある方など、どな
たでもご参加いただけます。
　みなさまのご参加をお待ちしております!!!

〈申込方法〉
下記事務局あてに、電話・FAX・Eメー
ルのいずれかで
令和２年１月31日（金）までにお申し込
みください。

〈お問い合わせ先〉
甲賀市社会福祉協議会
地域活動支援課
TEL：0748ー76ー3287
FAX：0748ー63ー2021
E-mail：info@kokashakyo.com

４つのプロジェクト（※２）

３つのテーマ（※１）

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

　「困っている人は放っておかない」

※�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、甲賀市の地域福祉の課題をまとめ
たものです。

○ご近所福祉推進協議会（各地域）
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（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。

具体的な
取り組み
として

見守り・支えあい
発見解決
プロジェクト

地域の居場所
（たまり場）づくり
プロジェクト

ふ・く・し
ネットワーク
プロジェクト

災害にも強い
地域づくり
プロジェクト

地域福祉活動計画

マークの事業は共同募金の配分金を活用しています。
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　弁護士・司法書士・社会福祉士・社会保険労務士・行政など
の専門職による時間無制限・無料相談会です。
【日時】１月25日（土）13時30分～16時30分
【場所】湖南市保健センター（湖南市　夏見588番地）
　※予約不要・相談無料
　※手話通訳が必要な方は事前にご連絡ください。
【お問合せ】甲賀・湖南成年後見センター　ぱんじー
　　（甲南第一地域市民センター別館２階）
　　　　　☎86−6161　fax86−6199

「みんなでつくろう！笑顔あふれるまちづくり」をテーマに
高齢者・障がい者の権利擁護支援について学ぶセミナーを行
います。
【日時】２月29日（土）13時30分～16時00分
【場所】湖南市社会福祉センター（湖南市中央１丁目１−１）
【お申込み・お問合せ】
　　甲賀・湖南成年後見センター　ぱんじー
　　（甲南第一地域市民センター別館２階）
　　　☎86−6161　FAX86−6199まで
【申込締切】２月21日（金）まで

　滋賀県の社会福祉の向上に貢献・尽力して
くださった甲賀市内在住および在勤のみなさ
んが受賞されましたので紹介します。
（敬称略・順不同）
※掲載の了解が取れた方のみ掲載しています。

【滋賀県表彰】　
●滋賀県知事表彰
・ボランティアグループ　　　甲賀民踊
●滋賀県社会福祉協議会長表彰
・民生委員児童委員功労者　　溪　恒雄
　　　　　　　　　　　　　　渡邉　滿栄
・�社会福祉施設の現業職員
　　特別養護老人ホーム信楽荘　谷口　義幸
・ボランティアグループ　　　甲裕会
　　　　　　　　　　　　　　ふらんしーず
●滋賀県共同募金会
　・優良奉仕団体　信楽つどいの会
　・継続寄付者　　信楽町仏教連合婦人会

高齢者・障がい者なんでも相談会

市民向け権利擁護セミナー開催

令和元年度
滋賀県社会福祉事業

功労者表彰

令和元年台風19号災害義援金　６件
寄付者名 金額（円）

広野台西区
「もったいない市」様

13,000

日新製薬㈱　様 75,000
大久保文隆　様 10,000
匿名 10,000
匿名 5,000
募金箱 769

計 113,769

令和元年台風15号千葉県災害義援金　２件
寄付者名 金額（円）

匿名 5,000
募金箱 1,501

計 6,501

令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金　１件
寄付者名 金額（円）

募金箱 426
計 426

平成30年豪雨災害義援金　２件
寄付者名 金額（円）

大甲賀カントリークラブ様 146,097�
募金箱 1,645�

計 147,742�
義援金受付状況
（令和元年８月１日～

令和元年11月30日受付分）

義援金にご協力いただきありがとうございました
社協窓口で受付している義援金として計11件268,438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。

現在、社協で受付している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19号災害義援金（令和２年３月31日まで）
◎令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金（令和２年２月28日まで）
◎平成30年７月豪雨災害義援金（令和２年６月30日まで）

◎平成28年熊本地震災害義援金（令和２年３月31日まで）
◎�平成30年北海道胆振東部地震義援金（令和２年３月31日
まで）

【開催日時】�毎週火曜日（祝日を除く）
　　　　　　13時30分～16時00分　※1月7日は休み
　　　　　　♢開催時間中は出入り自由です〈参加無料〉
【開催場所】�水口社会福祉センター2F（水口町水口5609）

（道場あはは倶楽部との共同開催）

【内　　容】�これからのことを考えたり、お話したり、喫茶・
ボランティア作業・創作活動・レクリエーション
などやりたいことを探して一緒にやってみま
しょう。

　　　　 お気軽にお越しください。お待ちしています。

ひとりで悩んでいる方へ……自分の一歩を見つけませんか？
ひきこもりサロンぽるた（p

ポ ル タ

ortaイタリア語で入り口）
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金銭預託（甲賀市善意銀行） 物品寄付

心温まるご寄付をありがとうございました
令和元年８月１日　〜　令和元年11月30日　受付分

寄付者名（使途） 金額
（単位：円）

宮本　忠治 様（岩上こども食堂へ） 5,000
日本発条労働組合滋賀支部　様 90,000
福祉を進める会（コロッケ売上金）様
（おいでおいでサロンへ） 20,200

池田電装（株）　様　（子ども食堂へ） 50,000
日赤深川班　様 5,000
関西ベストフーズ㈱　様
（子ども食堂へ） 150,000

あいの土山ナツメロ楽団　様 10,000
アルミ缶リサイクル協会　様　
（つちやま作業所へ） 50,000

ばんたに自治振興会　様 40,580
竜法師農事改良組合　様 15,040
土山町民生委員児童委員協議会 様 6,151
竹口　拓志 様　（スマイルきずなへ） 5,000
信楽町仏教連合婦人会　様 50,000
匿名（地域福祉事業へ） 10,000

「無料法律相談」開催のお知らせ

　甲賀市社会福祉協議会では、市内在住の方を対象とした「無料法律相談」を開催しています。

開催日 開催場所 受付開始日 開催日 開催場所 受付開始日
１月９日（木） 水口社会福祉センター 12月19日（木） ２月27日（木） 水口社会福祉センター ２月13日（木）
１月23日（木） 水口社会福祉センター １月９日（木） ３月５日（木） 水口社会福祉センター ２月20日（木）
１月30日（木） 水口社会福祉センター １月16日（木） ３月19日（木） 水口社会福祉センター ３月５日（木）
２月６日（木） 水口社会福祉センター １月23日（木） ３月26日（木） 水口社会福祉センター ３月12日（木）
２月20日（木） 水口社会福祉センター ２月６日（木）

寄付者名 物品名（使途）
連合滋賀第４区地域協議会 様 ポケットティッシュ2000個
宮本　忠治 様 ラップ・石鹸・食品４個
希望ヶ丘自治会環境衛生部 様 カキ氷みつ
下野川区 様 容器一式
村上 様 ふとん
㈱ハウス・プラン 様 生活用品９点・炊飯器１点・掃除機２点
フードバンクびわ湖 様 ポテトチップス120袋（生活困窮関係事業へ）
㈱三和 様 車イス　１台
川本　善清 様 米30kg（訪問介護事業へ）
宮崎　明子 様 湯のみ・石鹸・コップ
㈱積水化成品　滋賀 様 発泡スチロールのコップ1000個
滋賀銀行　水口支店 様 車イス　２台
中島　紘平 様 米35kg（子ども食堂・学習支援へ）
田畑　勉 様 洗剤５点
安達　優子 様 手作りアクセサリー 150個（台風被災地への激励品として）
信楽町仏教連合婦人会 様 タオル
（農）しもやま夢の里 様 さつまいも３袋（50kg）

　匿名（19名）

袋菓子16袋・あられ１箱、米30kg×７袋、お菓子４袋・２箱、おかし・ジュース・米37kg（子ども食堂・
子どもの居場所へ）、米30kg、粉ミルク、お菓子、お茶・缶ジュース類（地域福祉・居宅介護・作業所運
営事業へ）、紙オムツ他（居宅介護事業へ）、米10kg、ジュース・お菓子（困っておられる方・子へ）、食
品・タオル、毛布、米60kg、みそ・米30kg・じゃがいも５kg・たまねぎ10kg（子ども食堂へ）、肌着など
衣類26点、米・野菜（甲賀福祉作業所へ）、米４袋（学習支援（他４教室）へ）、オムツ（居宅介護事業へ）

【予 約 受 付】開催日２週間前から受付（各日先着６名）　※１月９日は12月19日から受付
【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。）

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費・団体会
費・特別会費にご協力いただき、厚くお礼申
し上げます。令和元年８月１日以降に会員
加入くださった賛助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）
（令和元年７月31日までに加入くださった
会員様のご芳名は、広報第88号（９月15日
発行）に掲載いたしました）

水口地区 ㈱春日ゴルフベアズパウジャパ
ンカントリークラブ

甲賀地区
大甲賀カントリークラブ 大場商事㈱
中央自工

甲南地区
吉田電工㈱
中川　惠子

信楽地区 丸伊製陶㈱

合計11,313,641円

一般会費� 10,339,641円
賛助会費� 843,000円
特別会費� 75,000円
団体会費� 56,000円

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
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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89号
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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。
はっこうきょうどう ぼ きん じょ せい う

2020

ご近所福祉活動の実践発表と啓発のお知らせ

【日時】令和２年３月14日㈯　13：30～16：00

【場所】あいの土山文化ホール
【内容】式典　　福祉功労者の表彰

　　　　基調講演「ひきこもりを地域の力に」
　　　　　　　　　講師　秋田県藤里町社会福祉協議会

会長 菊池まゆみ氏
　　　　実践報告「ひきこもり当事者・支援団体の挑戦」

【参加】無料　事前申込みが必要
【主催】甲賀市・甲賀市社会福祉協議会
【共催】甲賀・湖南ひきこもり支援「奏─かなで」
　　　　甲賀市民生委員児童委員協議会
【お申込み・お問合せ】
　　　　甲賀市社会福祉協議会　地域活動支援部
　　　　TEL 76-3287　　FAX 63-2021

見守り・ささえあいフォーラム2020
in しがらき

〜ご近所に　お元気ですかと　声かけて〜

【日時】令和２年２月22日（土）
　　　　13：30～16：00
【場所】信楽開発センター　大集会室
【内容】見守り・ささえあい活動コラボトーク
　　　　�（外出支援の取り組み、見守り・ささえあいの地域

づくり、医療×福祉の連携）
　　　　まとめディスカッション
【参加】無料　事前申込みが必要　【締切】２月７日（金）
【主催】�信楽地域見守りネットワーク活動推進委員会
　　　　甲賀市社会福祉協議会
【お申込み・お問合せ】
　　　　甲賀市社会福祉協議会　信楽地域福祉活動センター
　　　　　TEL　82-8031　FAX　82-1488

第３回　甲賀地域ご近所福祉フォーラム
〜甲賀のささえあいカフェ〜

【日時】令和２年２月15日（土）
　　　　13：30～16：00
【場所】かふか生涯学習館　２階研修室
【内容】地域のささえあいのしくみづくり
　　　　事例発表（外出支援・防災活動ほか）
　　　　フリーディスカッション
【参加】無料　事前申込みが必要
【締切】２月10日（月）
【主催】甲賀地域ご近所福祉推進協議会
【お申込み・お問合せ】
　　　　甲賀市社会福祉協議会　
　　　　甲賀地域福祉活動センター
　　　　　TEL　88-2942　FAX　88-5096

各町域でのご近所福祉活動フォーラムのお知らせ

サークル名 活動日時 サークル名 活動日時
水口陶芸 第2・4木曜日 9：00～15：30 絵画Ｂ 第1・3水曜日 10：00～12：00
陶芸Ａ 第1水曜日 9：00～15：00 将棋 第2・3・4火曜日 13：00～16：00
いけばな 第1木曜日 10：00～11：30 ハワイアンダンス 第1・3月曜日 10：00～11：00
茶道 第2・4火曜日 13：30～15：30 絵手紙 第2・4金曜日 13：30～15：30

書道 第1金曜日 13：30～15：30 音楽
（歌とハンドベル） 第1・3月曜日 13：30～15：00

♪碧水荘サークルのご案内♪
老人福祉センター碧水荘では、サークル生を募集しています。活動内容などお気軽にお問い合わせください。

■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）
■お問合せ：老人福祉センター碧水荘　　電話：62-6080　FAX：62-6096

第15回　甲賀市地域福祉大会

マーク事業は共同募金の配分金を活用しています。
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