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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97号
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信楽町江田 「大丈夫食堂」

「大丈夫食堂」は、信楽町江田で毎月第３金曜日に開催され、毎回15名ほどの子どもさんが参加していま
す。料理を作ってくださっているのは、有志ボランティアのみなさんで、地域の野菜をつかった栄養満点
のおいしい料理が食卓に並びます！
昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のため出入り口での消毒、検温、マスクの着用を徹
底し、ソーシャルディスタンスを保ち対策を行いながら開催されています。
ご興味のある方はぜひ一度お問合せください！
※要事前予約：TEL82-8031／FAX82-1488 甲賀市社協 信楽地域福祉活動センターまで
※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止する場合があります。ご了承ください。
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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３年10月１日

赤い羽根共同募金にご協力をお願いします
赤い羽根共同募金にご理解とご協力いただきありがとうございます。
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・サロン活動の推進や笑顔つなげ
るミライ助成の実施など、「じぶんのまちを良くするしくみ」として、
安心して暮らせる地域づくりに役立てられます。
また、災害救援活動や、フードバンク活動、居場所を失った人への支援など、地域を支える
力となっています。
みなさま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応援します。
募集内容
助成の種類

助成対象者

助成対象活動

助成内容

ミライ助成

甲賀市内に
拠点を置く団体

助成上限額
既存の制度やサービスでは対応できない地
20万円
域生活課題を解決するための新たな活動
（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」
応援
思いをカタチにするための仲間づくり・活 甲賀市社会福祉協議会
動の場づくりなど
の職員がお手伝い

※昨年度は、孤独な子育てをしないように、ママと赤ちゃんが参加できるコミュニティづくりを目的とした「ママパスポート
こうか」と、地域の草刈り問題をテーマに、若者のための仕事起こしの契機を作り出すことを目的とした「甲賀ナイスロー
カルカンパニー」の２団体に助成しました。

募集期間

令和３年10月1日〜11月30日

申請方法

申請用紙に必要事項を記入のうえ、下記事務局まで申し込みください。

公開プレゼンテーション 令和４年１月（予定）

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、
甲賀市社会福祉協議会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
〒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

社協こうか
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地域福祉課

FAX：63-2021

令和３年10月１日
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▶▶▶災害にも強い地域づくりを目指して◀◀◀
甲賀市社会福祉協議会では、「市民」のみなさんとともに

『甲賀市災害福祉ネットワークセンター』
（常設型甲賀市災害福祉ボランティアセンター）

を立ち上げました ! !
【目的】
近年は、
「災害は忘れないうちにやってくる」と言われるように台風、集中
豪雨、暴風、地震などによる大規模災害が頻繁に発生し、多くの方が被災さ
れている中で活動するには、「平常時」からの取り組みが欠かせません。
そこで、平常時における福祉を視点とした防災活動の推進およびネットワー
クづくり、災害時における災害福祉ボランティアセンターの設置・運営を一
体として進めていくことを目的に「甲賀市災害福祉ネットワークセンター」
を水口社会福祉センター内に設置しました。

【取り組み例】
①平常時（福祉を視点にした防災活動の推進・ネットワークづくりなど）

▲災害福祉ボランティア養成

▲運営訓練

②災害時（災害福祉ボランティアセンター運営・被災者支援活動など）

▲災害福祉ボランティアセンター運営

▲災害福祉ボランティア活動

▲災害にも強い地域づくり推進
（講演会や事例集の作成など）

▲団体との連携（炊き出しのようす）

地域の防災活動に『福祉』の視点を入れて取り組みを進めてみませんか？
※関心のある方はお問合せ下さい。

《問合せ先》甲賀市社会福祉協議会 地域福祉課
水口町水口5609番地 TEL：76-3287

FAX：63-2021

社協こうか
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サマースクールで、
楽しい夏休み ! !
夏休み期間中の４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。今年のサマースクール
は保護者の方やきょうだいも参加のもと、新型コロナウイルス感染症の対策を
十分に行いながら活動を楽しみました。
地域で活動されているボランティアさんに、手品やダンス・読み聞かせなどを
披露いただき、わくわく楽しい時間を過ごすことができました。
ご参加いただいたみなさま、ご協力・ご出演いただいたボランティアのみな
さま、ありがとうございました。

▲ボランティアによる読み聞かせ

▲体全体を使ってキッズダンスに挑戦

▲リズムに乗ってミュージックケアを楽しみました

コロナ禍の暮らしを応援 〜ひとり親家庭に物資配布〜
え

８月22日㈰に甲賀市フードバンク事業eこころステーションと、甲賀市ひとり親家庭福祉の会が、コロナ禍
での生活を応援しようと甲賀市内のひとり親家庭52世帯に食料品や日用品などの応援物資を配布しました。
この取り組みは、フードバンクびわ湖、甲賀地区更生保護女性会、甲賀
市役所職員有志のみなさまの協力を得て多くの寄附を募り実施することが
できました。ご寄附いただいたみなさま、ご協力ありがとうございました。
え

eこころステーションでは食品の寄附を募っています。
未開封で賞味期限が１カ月以上のものをお預かりします。
ご協力をお願いします。
【お問合せ】生活福祉課 TEL：62-8085

FAX：63-2021

▲ご寄附いただいた食品等を配布
しました

水口町更生保護女性会さまから生理用品のご寄附をいただきました
水口町更生保護女性会のみなさま
からご寄附をいただきました。寄附
いただいた生理用品252袋は、フード
え

バンク事業eこころステーションを通
じてお困りの方の支援に活用させて
いただきます。
▲ご寄附いただいた水口更生保護女性会のみなさま、
ありがとうございました

社協こうか
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ご協力ありがとうございました。

令和３年10月１日

ひとりで悩んでいる方へ

ひきこもりサロンぽるた
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一緒にこれからの
一歩を探して
みませんか？

しゃべらなくていい、いるだけでいい。ここは、
一人ひとりが自分の一歩を探しつつ、やりたいこ
とを一緒につくり上げていく、そんな居場所です。
ぽ  る  た

（portaはイタリア語で“入口”）
◎日時：毎週火曜日（祝祭日は除く）
13:30〜16:00（開催時間中は出入り自由です）
◎会場：水口社会福祉センター２F（水口町水口5609番地）
参加申し込みはいりません。お気軽にお越しください。
※精神保健福祉ボランティア「道場あはは倶楽部」と共同で開催しています。
※新型コロナウイルス感染拡大状況により中止になる場合があります。
【お問合せ】生活福祉課

TEL：62-8085 FAX：63-2021

こうかあんしんネットセンター
よう ご

（地域福祉権利擁護事業）のご案内
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 FAX：63-2021）までお問合せください。

社協こうか
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登録認知症サポーターによる認知症啓発活動
～９月：世界アルツハイマー月間～

★登録認知症サポーターとは、認知症サポーター養成講座を受講後、
『自分にできることならお手伝いしたい』
方に登録をしていただき、認知症の方やそのご家族を実際に地域で支える活動を行う方のことです。
★９月はアルツハイマー月間でした。アル・プラザ水口さま、TSUTAYAブックストア水口さま、市内図書
館さまのご協力を得て、認知症の理解や対応についての啓発活動を行いました。その際、啓発ボードの飾
りつけなど、登録認知症サポーターの方々に担っていただきました。
★コロナ禍でさまざまな活動が制限されますが、地域のつながりを大事に小さなことから始めてみませんか。

認知症サポーター養成講座の
ご依頼は、各地域福祉活動セ
ンターまでお願いします

令和３年度
サークル
水口陶芸
陶芸A
陶芸B
茶道
書道
音楽
将棋
絵手紙
デジカメ
絵画A
絵画B
いけばな
ハワイアンダンス
デコパージュ

碧水荘自主サークル体験教室 募集中！
開催日
11／11
（木）10:00〜12:00
11／10、12／1 
（水）10:00〜12:00
11／17、12／15 
（水）10:00〜14:00
11／9、11／30、12／7、12／21 （火）13:30〜15:30
11／5、12／3 
（金）13:30〜15:30
11／1、11／15、12／6、12／20 （月）13:30〜15:00
11／9、11／16、12／7、12／14 （火）13:00〜16:00
11／12、11／26、12／10 
（金）13:30〜15:30
11／4、11／18、12／2、12／16 （木）13:30〜16:00
11／10、11／24 
（水）10:00〜12:00
11／17
（水）10:00〜12:00、
11／24 （水）13:30〜15:30
11／4 
（木）10:00〜11:30
11／1、11／15、12／6、12／20 （月）10:00〜11:00
11／17、12／15 
（水）13:00〜15:00

参加人数
3名
2名
5名
3名
5名
5名
4名
4名
1名
2名
5名
1名
4名
5名

参加費
無料
各500円
無料
無料
無料
無料
無料
各500円
無料
無料
無料
1,150円
無料
各1,000円

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：令和３年10月29日（金）まで ※土日除く
※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。

社協こうか
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令和３年10月１日
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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３年６月１日 〜 令和３年８月31日
金銭預託（甲賀市善意銀行）
寄附者名（使途）

有限会社

三王都市開発

様

ピアノを贈ろうコンサート実行委員会 様
（新型コロナウイルスまん延による生活困窮の
方のために）
竹口 拓志 様
（スマイルきずな・みんなくる会へ）
日本発条労働組合滋賀支部 様
平成2年度水口町婦人会

物品寄附
金額（単位：円）

100,000

中川 良治 様
国際ソロプチミスト甲賀 会長 三好喜代子 様
（つちやま福祉作業所へ）
木村 孝次 様

様

受付分

30,000
20,000
5,658
91,855

寄附者名

田代

喜代司

様

物品名（使途）

オムツ等（居宅介護等事業へ）

国際ソロプチミスト甲賀
会長 三好喜代子 様

スポーツタオル
（つちやま福祉作業所へ）

蓮見

トランポリン

豊正

様

匿名（4名） 様

10,000

ぞ う き ん・ 手 作 り お も ち ゃ、
オムツ3・パット2・ケアシー
ツ2、杖3本（在宅生活支援部
へ）、米30キロ5袋

85,000
4,340

匿名

100,000

義援金にご協力いただきありがとうございました
計2件1,010,000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3年6月１日から令和3年8月31日受付分）
匿名

令和3年7月豪雨災害義援金

1,000,000円

匿名

10,000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3年大雨災害義援金（静岡県、福岡県、青森県、佐賀県、長崎県、広島県、長野県）
〇熊本県南豪雨義援金
〇愛媛県南豪雨災害義援金
〇平成30年7月豪雨災害義援金（岡山県、広島県）

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‼

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。
【お手伝いできる内容】
＊保育園・幼稚園の開始前または終了後に子どもをあずかってほしいとき
＊保育園・幼稚園の送迎をおねがいしたいとき
＊放課後や児童クラブ終了後、子どものお迎えやあずかってほしいとき

等

【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 FAX 63-2021
【受付時間】８：30〜17：15（土・日・祝日・年末年始を除く）

社協こうか
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『甲賀流赤い羽根バッジ』デザイン決定！
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。

甲賀市の
赤い羽根賞

今年の
根バッジ』
『甲賀流赤い羽
です！

綾野小学校
新倉 咲菜さん

水口町

寺崎 美保子

さん

西中 奈緒

水口町

三谷 和奏

さん

入賞

希望ヶ丘小学校

甲賀市社会福祉
協議会長賞

甲賀市教育長賞

さん

信楽高校

水口小学校

さん

さん

平井 里香

寺崎 司

綾野小学校

田中 椿希さん
信楽高校

植田 琉衣
さん

信楽高校

信楽高校

中島 理菜

中村 こころ

さん

さん

※今年度は入賞作品10点を使用したハンカチ募金も実施します。

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

●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10月１日発行）

甲賀市の赤い羽根賞に輝いたデザインバッジは、令和３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。

甲賀市長賞

第97号

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、429点の
応募作品の中から以下の作品が入賞いたしました。

社協こうか
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