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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
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2020

コロナ禍の厳しい

状況の中で、

安心と楽しみのある

日常生活を

支えています！

訪問看護師による自宅訪問

通所事業所での敬老お楽しみ会　新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中、重
症化のリスクの高い高齢者や障がいのある方に対
し、職員自身の健康管理のもと、在宅介護サービス
を提供しています。
　これからインフルエンザも流行の時期を迎えま
す。医療と介護の専門職として感染予防を第一に、
安心の介護サービスをお届けします。



新型コロナウイルス感染症対策のもと、在宅介護サービスを提供しています

職員は、毎日の健康観察をしてか
ら出勤し、ケアを提供しています。
利用者のみなさまにも、ケア提供
前の体温測定など、感染予防対策
にご協力をいただいています。
必要に応じて、使い捨てエプロン等
の予防着も準備し対応しています。

朝の整容のケアを提供する訪問ヘルパー

医療処置を行う訪問看護師 訪問入浴は看護師１名と介護士２名の
チームで提供しています

毎月、定期的にケアマネジャーが訪問するほか、電話で体調の確認などをしています。

予防着、フェイスシー
ルドは必要に応じて着
用します

訪問介護

訪問看護

居宅介護支援

訪問入浴

ケアマネジャーは、コロナ禍のなか、利用者さんの不安を軽
減できるよう、正しい情報を提供しています。
訪問だけでなく、電話でのリモート支援も欠かせません。
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新型コロナウイルス感染症対策のもと、在宅介護サービスを提供しています
通所介護

例年の敬老会では、ボランティアの歌や踊りを楽しんでいますが、今年は感染予防に努めながら、
職員がアトラクションを披露し、一味違う趣向に大いに盛り上がりました。

敬老会では、職員がかくし芸を披露 マスクの中の笑い声も少し遠慮気味に

毎日の送迎ごとに、車内の消毒作業
座席もソーシャルディスタンスを
保っています

『コロナはいまだ終息していませんが、体調管理票の記入、マスク着用や手洗いうがいなど、みなさ
まのご理解とご協力のもと通所サービスは継続できています。関係者様に心よりお礼申し上げます』

新型コロナウイルス感染症　一口メモ
“感染予防に重要な『洗浄』『換気』『水分補給』”

①�身の周りの環境や手指の消毒の際は、消毒の前に汚れを落とすことが重要です。汚れがあると、消毒の効果は発揮
されません。アルコールなどの消毒剤がない場合も、生活洗剤や石けんを使って清掃や洗浄を行えば、感染予防の
効果が十分あります。
②�ウイルスは、感染者の飛沫やエアロゾル（飛沫より細かな粒子）となって空気中に浮遊しています。これらを吸い
込まないように、距離を取ること（ソーシャルディスタンス）、換気に気をつけることが重要です。換気は風向き
を考えて、空気を取り込む箇所と送り出す箇所の２方向を作りましょう。窓が一面の場合は、扇風機を外側に向け
て空気の流れを作ったり、換気扇を回してもよいでしょう。
③�新型コロナウイルスは、上気道（のどや咽頭）の細胞から侵入して感染します。ウイルスが付着するだけでは感染
には至りませんが、上気道（のど・咽頭）が乾燥しているとウイルスが細胞から侵入しやすく感染に至ります。
　こまめに水分補給し、常に上気道を洗い流し、乾燥させないよう心がけましょう。
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子どもたちと「学んでいコウカ」 〜学習支援事業の紹介〜

こうかあんしんネットセンター（地域福祉権利擁
よう

護
ご

事業）のご案内

　甲賀市の委託により実施している「学んでいコウカ」水口月曜・火曜教室では支援の必要な家庭の小
学生・中学生・高校生等を対象に、宿題や自主学習、食事を一緒にするなどの居場所づくりをしていま
す。また、地域の方を講師に招いてさまざまな話を聞いたり、地域のボランティアや大学生にサポーター
として協力をしてもらったりしています。
　学習支援事業では子どもたちが安心して参加でき、さまざまな体験ができる場をめざして取り組んで
います。
　食事にはeこころステーションへ寄附いただいた食材も使用しています。

お彼岸の時には、フードバンクの食材を活用し
たおはぎが食膳に添えられました

子どもたちが学習に取り組んでいる様子

　甲賀市内にお住まいの認知症高齢者、知的・精神障がい者等のうち福祉サービス利用の手続きや、日常
の金銭の出し入れなどに不安を持っておられる方が地域で安心して自立した生活が送れるよう支援する事
業です。

○サービスの内容は？
1.福祉サービスの利用援助　
　　・福祉サービスに関する情報の提供と相談
　　・福祉サービスの申込、契約の援助
　　・苦情解決のための手続き
2.日常金銭管理サービス
　　�　毎日のお金の管理が自分ではできない場合に、年金の受け取りや預金の出し入れなどをお手伝い�
します。

3.書類などの預かりサービス
　　　通帳、�年金証書など大事な書類の管理が困難な場合、金融機関の貸金庫で保管します。

詳しくは、生活福祉課こうかあんしんネットセンター（TEL：62-8085）までお問合せください。
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地域共生社会の実現をめざして
我が

事
丸

ごとの地
域
づ

く
り

甲賀市内のさまざまな取り組みが事例集に！
　甲賀市内で活動されているサロンの
活動事例をまとめた事例集が完成しまし
た。今回は高齢者サロンにスポットをあ
て、174か所のサロンの活動を掲載して
います。
　また、甲賀市内の見守り訪問や生活支
援ボランティア活動などの事例を収録し
たDVDもあります。ご近所福祉活動を進
める際のヒントとしてご活用ください。
　あわせて、コロナ禍でのご近所福祉活
動の進め方についてのてびきも作成して
います。
　詳しくは、お近くの地域福祉活動セン
ターまで。

甲賀市社会福祉協議会では、ご近所福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター
が地域の見守り・支えあい活動や居場所づくり活動を支援しています。コロナ禍で今ま
で通りの活動ができない状況でも、どんな活動なら続けられるかを一緒に考えます。

　甲賀市社会福祉協議会では、ご近所福祉コーディネーター・生活支援コーディネーター
が地域の見守り・支えあい活動や居場所づくり活動を支援しています。
　コロナ禍で今まで通りの活動ができない状況でも、どんな活動なら続けられるかを一緒
に考えます。
　また、日常の困りごとや、気になることがあれば相談を受け、一緒に解決を目指してい
きます。ぜひお気軽にご相談ください。
　ご相談はお近くの地域福祉活動センターまで。

見守り・支えあいのネットワーク活動 居場所づくり 災害にも強い地域づくり

ご近所福祉活動の進め方や日常の困りごとなど、ぜひご相談を！
甲賀市社協のご近所福祉コーディネーター・生活支援コーディネーターが一緒に解決を目指します
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令和２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２年８月１日か
ら９月30日まで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２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92号に掲載いたしました）

一般会費	 9,441,380円
賛助会費	 890,000円
団体会費	 73,000円
特別会費	 45,000円	

ご協力ありがとうございました。

合　　計　10,449,380円

令和２年９月30日現在

甲賀市ボランティア連絡協議会の活動紹介

　甲賀市ボランティア連絡協議会では、115のグループと６人の個人の方が加入されており、市
内５支部においてさまざまな分野で活躍されています。元気なまちづくりのために「つながり　つ
ながる　ずっとあんしん」をモットーに、ボランティア同士が集い、情報交換や研修会等、ボラ
ンティア活動の啓発・向上に取り組まれています。各支部の活動の一部をご紹介します。

水口
地区

クリエイト機械㈱
ショット日本㈱
新光工業�㈱
㈱テクノミツボシ

土山
地区

近江バラス㈲
名神栗東カントリー倶楽部

甲賀地区 吉川板金工業㈲
信楽
地区

飯田歯科医院
奥村　道快

団体
会員

甲賀市赤十字奉仕団連合会
NPO法人ふれ愛パーク

特別
会員

奥村造園
吉田　昌孝
㈱HONKI
匿名 1名

【水口支部】
　23のグループと３人の個人会員で「元気いっぱいの水口支部」を目
指して活動しています。会員の情報交換や親睦を深めるために交流会
や研修会を、また地域との関わりの中で、毎年「甲賀看護専門学校」
の学生との交流会をしています。来年度は、ボランティア活動を地域
にもっと広めたいとの思いから、「あいあいまつり」を開催予定です。

【土山支部】
　15グループが、研修会や学習会を開催して会員同士の交流、情報交
換を通じて互いの視野を広げています。日頃の活動の中で、喜んでもら
えた時の満足感や楽しさ、達成感等も分かち合っています。今年は各グ
ループ、コロナ禍で活動の機会は少ないですが、早く元の賑わいが戻る
ことを祈っています。

▲７月「甲賀看護専門学校」の学生と交流

▲昨年10月他市町村ボランティアセンターを訪ね交流
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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８月１日　～　令和２年９月30日　受付分

寄附者名（使途） 金額（単位：円）

日本発条労働組合滋賀支部　様 90,000

パーミングハウスくれよん 様
（居宅介護事業所へ） 5,000

アクション６ 寺井純子 様
（eこころステーションへ） 6,200

匿名 5,324

物品寄附
寄附者名 物品名（使途）

コロナ対策・届ける
プロジェクト　様

手づくり防護服200部
（居宅介護等事業へ）

雲　哲雄　様 マスク不織布23枚・手作り９枚
（手づくりマスクプロジェクトへ）

大西　理佳　様 紙おむつ
（パンツ４枚　パット2.5袋）

匿名（６名）　様 マスク、ゼリー食、手作りおもちゃ、
米30キロ×10袋、タオルケット1枚

【甲賀支部】
　32グループが活動を行っています。年間の活動として、エコキャッ
プの回収や町内で行われている福祉事業への協力をしています。今年
度は、９月に各グループの協力のもと、情報交換冊子を作成し、グルー
プのスキルアップを目指し交流会を実施しました。仲間づくりの大切
さ、人と人とのつながりの大切さを再確認しました。次回はフェイス
シールド、防護ガウン作りの研修会を予定しています。

【甲南支部】
　25のグループと３人の個人ボランティアが所属し、定期的に情
報交換や研修を行っています。９月、それぞれのグループが熱心
に取り組んでいるボランティア活動の様子を知るために、実際に
見・聴き・一緒に体験する「甲南支部スキルアップ交流会」を開
催しました。一堂に会し、新たな体験をすることで、自分たちの
これからの活動にも活かせる良い機会となりました。

【信楽支部】
　20のグループで活動を行っています。例年開催しておりました「し
がらきボランティアまつり」が新型コロナウイルスのため中止となり、
多くの参加者との交流ができずとても残念でした。その代わりとして、
今年はボランティアまつりの形を変えて、信楽町内の福祉施設にお花の
プレゼントをしました。加えて「しがらきボランティア通信」を発行し、
ボランティアの啓発や活動に、より一層力を入れて取り組んでいきたい
と思います。

▲情報交換冊子を見ながら意見交換

▲様々なグループ活動を知るスキルアップ交流

▲福祉施設へお花のプレゼント
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2020みんなで参加!! フードドライブ
　家庭で余っている食べ物を持ち寄り、フード
バンクに寄附する「フードドライブ」を甲賀市
役所職員有志のみなさんが取り組まれました。
　また、甲賀市まちづくりセンター「まるーむ」
ではフードドライブの場を定期的に開設されて
います。
　集まった食品は甲賀市フードバンク事業の	
	e
え
	こころステーションに寄附いただき、必要と
されている家庭や団体にお渡ししています。
　フードバンク、フードドライブにみなさまも
ぜひご参加ください。
　食品・物品の寄附申込みは、甲賀市社会福祉
協議会　生活福祉課（62−8085）へご相談くだ
さい。
　物品は、保管状態や在庫状況により受け入れ
できない場合もございます。あらかじめご了承
ください。

義援金にご協力いただきありがとうございました
計４件 11,416円が義援金として社協窓口に寄せられました。
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。

義援金受付状況（令和２年８月１日から９月30日受付分）
令和２年７月山形県豪雨災害義援金 かすみ草の会　様 5,500円

令和２年７月豪雨災害義援金（中央共募） かすみ草の会　様 5,300円
募金箱 12円

令和２年７月大分県豪雨災害義援金 募金箱 604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２年７月豪雨災害義援金（山形・長野・岐阜・島根・福岡・佐賀・大分・熊本県南・鹿児島）
○令和元年台風19号災害義援金（宮城・福島・長野）
○令和元年８月佐賀県豪雨災害義援金
○平成30年７月豪雨災害義援金（岡山・広島・愛媛）
○平成28年熊本地震義援金

▲	甲賀市役所職員有志で寄附を募っておられます

▲みんなで参加！！
　	「まるーむ」フードドライブの様子　
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