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ご近所福祉のまちづくりをめざして

令和３年

2021

第94号

え

eこころステーション主催

甲賀市フードバンク事業
え

eこころお弁当フェア開催

令和２年11月15日（日）、水口中部コミュニティセ
ンターとeこころステーション
（水口町八坂7−2）を
会場に、寄附いただいた食材を使ったお弁当を子ども
食堂などに配布する「eこころお弁当フェア」を開催
しました。
ボランティアのみなさんによる手作りのお弁当提供
や、太鼓・オカリナのミニライブなど、秋晴れの中、
食を通じたボランティア活動の輪が広がる一日となり
ました。
しゃきょう

きょうどう ぼ きん

じょ せい

う

はっ こう

「社協こうか」
は共同募金の助成を受けて発行しています。
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令和３年１月１日

新型コロナに負けず頑張っ
令和３年が始まりました。新型コロナウイルス感染症対策をしっかりしなが
ら、負けずに頑張っておられる地域のみなさんに今年の抱負を書いていただきま
した。今できることをできる範囲で行い、周りに笑顔の花を咲かせておられます。
今年もみんなで頑張っていきましょう！

▲ご長寿の増田忠一さんと藤田福男さん

▲お いでおいでサロン
鵜飼章尾さん

▲いきいきサロン多羅尾のみなさん

▲池田団地気まぐれ隊のみなさん

▲子育て広場

社協こうか

きぶかわゆうえんちのみなさん

第 94 号

▲へき地カフェ ミハルカスさん

令和３年１月１日
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ているみなさんを紹介します

▲

 国にルーツを持つ
外
子 ど も た ち の「 学
習支援クラブ ジラ
ソ ー ル・ ヒ ラ ソ ー
ル」のみなさん

▲介護者の会甲賀支部のみなさん

▲

 はは倶楽部・
あ
ひだまりサロン
のみなさん
▲元気村のみなさん

▲eこころステーション甲賀のみなさん

▲eこころステーションのみなさん
▲今郷区喜楽会のみなさん

社協こうか

第 94 号

4

令和３年１月１日

地域のみんなが、
“わたしのできること”で支えあう
人生100年時代といわれる現代。誰もが元気に活躍し続けられる地域づくりが課題と
なっています。いつまでもいきいき元気に過ごせるように『わたしのできること探し』
を始めませんか？
ご近所さんや親しい仲間で、楽しく一緒にできることに取り組みましょう。


見守り

配食

子ども食堂

ふだんのくらしに必要な活動
移動販売

サロン

多様な居場所づくりの活動

外出支援

100歳体操

コミュニティカフェ

社会福祉協議会では各地域福祉活動センターに生活支援コーディネーターとご近所福祉コーディ
ネーターを配置し、住民のみなさんと一緒に地域ごとにどういった困りごとがあるのか、その解決方
法などについて話し合い、また、身近な地域の居場所づくりなどをお手伝いしています。

こんなときには、わたしたちにご相談ください
●介護予防や気軽に集えて交流ができる居場所づくりがしたい
●自分にあったサロンやカフェに参加したい
●地域の困りごとの相談にのってほしい
●見守り・支えあいの仕組みをつくりたい
●傾聴や生活支援ボランティアにたすけてほしい
●趣味を活かしてボランティア活動がしたい

担当地域の地域福祉活動センターへお問い合わせください

社協こうか

水口地域福祉活動センター

水口町水口5609番地

☎76−3287

土山地域福祉活動センター

土山町北土山2058番地

☎66−2001

甲賀地域福祉活動センター

甲賀町大原中886番地

☎88−2942

甲南地域福祉活動センター

甲南町野田810番地

☎86−6035

信楽地域福祉活動センター

信楽町長野1252番地

☎82−8031

地

水口町水口5609番地

☎76−3287

第 94 号

域

福
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令和３年１月１日
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認知症サポーターキャラバン事業
＊キャラバンメイトが出前講座で『認知症サポーター』を養成します＊
認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。認知症とその予備軍の方を合わせると、65歳以上の４人に
１人が該当すると言われています。認知症のことを正しく理解し、認知症の方を地域で支えていただける
よう、国の研修を受けた認知症キャラバンメイトが、地域に出向いて『認知症サポーター養成講座』を開
催しています。
講座を受講された方は、
『認知症サポーター』となられますが、何か特別なことをするのではなく、認
知症の方を温かい目で見守っていただくことが役割になります。誰もが『安心して暮らせる甲賀市』にな
ることを目指している事業です。
【お問合せ：甲賀市社会福祉協議会

在宅生活支援部

TEL62−8137】

キャラバンの
マスコット
ロバ隊長

サポーター講座は紙芝居などを使って、わかりやすく認知症の講義を行います

♪碧水荘自主サークル生募集のご案内♪
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。お待ちしております♪
サークル名
音

楽

ハワイアンダンス

活動日時

サークル名

活動日時

第１・３月曜日

13:30～15:00

いけばな

第１木曜日

第１・３月曜日

10:00～11:00

水口陶芸

第２・４木曜日

13:30～15:30

デジカメ

第１・３木曜日 13:30～16:00

茶

道

第２・４火曜日

将

棋

第2・3・4 火曜日13:00～16:00

陶芸A

第１水曜日

9:00～15:00

陶芸B

第３水・木曜日

9:00～15:30

書

道

絵手紙

第１金曜日

10:00～11:30
9:00～15:30

13:30～15:30

第２・４金曜日 13:30～15:30

◆対 象 者：甲賀市在住の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：電話：62-6080

FAX：62-6096

社協こうか
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令和２年度

滋賀県社会福祉事業功労者表彰

滋賀県の社会福祉向上に貢献・尽力してくださった甲賀市内のみなさんが受賞されました
※掲載確認が取れた方のみ掲載しています。
ので紹介します。（順不同）


？滋賀県知事表彰〔ボランティアグループ〕
おはなし

こんにちは

滋賀県共同募金会

様 ／ ふみグループ

様

滋賀県社会福祉協議会長表彰〔ボランティアグループ〕
あくてぃふ紫香楽

様 ／ ほほえみ会

様

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無料相談です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、
予約制といたします。状況により、相談会が中
止となる場合は、
ご連絡をさせていただきます。
日
時：１月30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）
受付期間：１月12日（火）〜１月20日（水）
※定員に達し次第受付終了。
当日は受付にて検温、手指消毒を行います。
また、マスクはご持参いただきますようお願
いいたします。
予約は電話又はメール、FAXにて受け付け
ます。予約時には名前、連絡先、相談内容を
お伺いします。
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本館３階）
TEL 86−6161 FAX 86−6199
MAIL pan-g.koka-konan@iaa.itkeeper.ne.jp

社協こうか
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有限会社 おおやデンキ

様

有限会社 ヤマタツ陶業

様

見えないことや見えにくいことで、日頃の活動に不
便を感じたり、生活に悩みをお持ちの方はいらっしゃ
いませんか？ また、お近くの方やお知り合いの方に、
そのような方はいらっしゃいませんか？
そうした方々に対して、私たち甲賀市視覚障害者福
祉協会は入会をお勧めしています。当協会では視覚障
がい者の方に対し、福祉制度・福祉用具・点字関係物
品の情報提供等を行っています。
私たち視覚障がい者の人権と豊かな生活が保障さ
れ、社会の一員として生きていくためにいろいろな制
度が設けられていますが、市内にはこうした制度につ
いてご存じない方もいらっしゃるのではないでしょう
か？ 視覚障がい者が生活するうえで、情報や移動面
の十分な確保や生活の質の向上、就労問題などまだま
だ多くの課題があります。私たちは、これらの諸課題
の改善を目指し、甲賀市への要望活動なども行ってい
ます。また、仲間のつながりや親睦を深めるために、
できるだけ多くの機会を設けたいと考えています。
一歩踏み出すことで、新しい明日が開けてくるはず
です。ぜひ、本協会に入会され、手をつなぎ合い、仲
間の輪を広げていこうではありませんか！
興味や関心を持たれた方は、86-3275（松本 茂）
までご一報ください。お待ちしております。

ひとりでお悩みの方、ご家族や周りの方もお電話ください。
ご一緒に考えさせていただきます。下記機関で、一斉に実施いたします。

■３月18日
（木） 午前９時〜午後６時
滋賀の縁創造実践センター
（県社会福祉協議会）
甲賀・湖南ひきこもり支媛
『奏─かなで─』
（さわらび福祉会）

甲賀市社会福祉協議会
大津市社会福祉協議会

〔継続寄付者〕

様

「甲賀市視覚障害者福祉協会」への
入会のお誘い

高齢者・障がい者
なんでも相談会

ひきこもり一斉電話相談

〔優良奉仕団体〕 土山町更生保護女性会

☎077-526-7031

つながり応援センターよろず
（高島市・高島市社会福祉協議会）

彦根市社会福祉協議会

☎0748-75-0242
☎0748-62-8085
☎077-526-5316

■３月19日（金） 午前９時〜午後６時
滋賀の縁創造実践センター（県社会福祉協議会） ☎077-526-7031
甲賀・湖南ひきこもり支媛『奏─かなで─』
（さわらび福祉会）

☎0748-75-0242

☎0740-25-5750
☎0749-22-0294

令和３年１月１日
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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 31,077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10月１日から11月30日受付分）
甲賀市シルバー人材センター 様
令和２年７月豪雨災害義援金（中央共募）
募金箱
令和２年７月福岡県豪雨災害義援金
かすみ草の会 様
令和２年７月佐賀県豪雨災害義援金
かすみ草の会 様

20,968円
９円
5,000円
5,100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19号災害義援金（宮城・福島・長野）
○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

心温まるご寄附をありがとうございました
令和２年10月１日 〜 令和２年11月30日

金銭預託（甲賀市善意銀行）
寄附者名（使途）
福酔同窓会 様
パーミングハウスくれよん

様

信楽町西部喜寿会（老人クラブ）
代表 田岡千代子 様

33,555

池田電装
（株） 様
（子ども食堂ネットワークこうかへ）

100,000

信楽町仏教連合婦人会 杉本正子 様

50,000

竹口 拓志 様
（スマイルきずな・みんなくる会へ）

10,000

野洲川漁業協同組合
藤沢 和代 様
宮町ごきげんさん会
匿名

寄附者名

金額（単位：円）
31,000
5,000

様

169,578
30,000
4,399
15,000

様

令和２年度

受付分
物品寄附

宮本

泰和

物品名（使途）

様

滋賀日産自動車（株）様
池田団地 笑声会 様
信楽町仏教連合婦人会
杉本正子 様
水口町赤十字奉仕団 様
ふれあいのつどいグループ
かけ橋 様
K・S 様
中森 とし子 様
匿名（４名）

甲賀市社会福祉協議会

ベビーカー・チャイルドシート
（ファミリーサポートセンターへ）
車椅子 ２台
マスク 12枚
タオル

60枚

お米 35キロ（居宅介護等事業碧水
荘デイサービスセンターへ）
空気入れ

３個

クリスマスツリー１式
ベビーバス
カッターシャツ３点・靴下６足・生
地１点、紙おむつ13袋、手作りおも
ちゃ８ケース、紙おむつ・パット（居
宅介護事業へ）

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10月１日か
ら11月30日までに会員加入くださったみなさまのご芳名を掲載いたします。（地域別・順不同）
（令和２年９月30日までに加入くださった会員様のご芳名は、広報第92号93号に掲載いたしました）

賛助会員

水口

斉ノ内造園 様

土山

㈱ニューリー・土山 様

市外
特別会員

㈲草津介護センター 様
滋賀県共済協同組合 様
橋設備工業 様
匿名

12名

合

計

10,715,280円

一般会費 9,615,280円
賛助会費
917,000円
団体会費
73,000円
特別会費
110,000円

令和２年11月30日現在

ご協力ありがとうございました。
社協こうか
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2021 今年もよろしくお願いします！
甲賀福祉作業所、
つちやま福祉作業所では作業で工賃（お給料）を得る機会の提供だけでなく、
それらの作業を通して、日常生活スキルや公共の場等での社会性の習得・経験ができるように
支援を行っています。また、就労（就職）を目指しておられる方の支援もしています。
【製菓・喫茶事業】バウムクーヘン等焼き菓子の製造、販売、かふか生涯学習館にて喫茶営業（火〜金）
【施 設 外 事 業】公共施設のトイレ・駅舎の清掃、薪割り、パチンコ台の解体（工場出向）
【下

請

事

業】自動車部品の加工、薬品の袋封入

【リサイクル事業】町内のアルミ缶回収、

第94号

甲賀福祉作業所 定員34名 現在27名

社協こうか
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段ボール・古紙の回収

つちやま福祉作業所 定員20名 現在12名
【下 請 け 事 業】鉄製ボルト検品、菓子箱の組立、電気製品の梱包・組立、キャスターコロの袋詰
【リサイクル事業】町内のアルミ缶回収、
段ボール・古紙の回収
【喫茶事業】甲賀市役所別館喫茶の営業参加
【物販事業】そうめん・うどんの物資斡旋

一緒にお仕事してみませんか！

仕事を通して！

個々の目標にチャレンジ☆

地域の中で自立して暮らしていけるように、みんな頑張っています!!
お仕事の依頼、お問合せ、お気軽にご連絡ください☆
■甲 賀 福 祉 作 業 所
■つちやま福祉作業所
e-mail
社会福祉法人 甲賀市社会福祉協議会
〒528-0005 甲賀市水口町水口 5609 番地（水口社会福祉センター内） ホームページ
◆事務局
代表（法人運営部）TEL.0748-65-6370
在宅生活支援部

TEL.0748-62-8137

FAX.0748-63-4823

FAX.0748-63-5440

☎0748-88-3823
☎0748-67-1281

●info@kokashakyo.com
●http://kokashakyo.jp

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

（令和３年１月１日発行）

【施 設 外 事 業】公共施設のトイレ清掃、草刈り

