
社
協
こ
う
か

（
令
和
４
年
４
月
15日

発
行
）

第
99号

  

〒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
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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　甲南町池田団地にある子ども食堂「気ま
ぐれ隊」は、自治会館を気まぐれに開放し、
住民の皆さんがちょっと一息つける場所を
作りたいという思いから発足しました。
　毎週火曜日に自治会館を開放し、受験生
を対象に勉強する場を提供しています。好
きな時に来て好きな時に帰るというスタイ
ルで、自分のペースで勉強ができるように
工夫されています。地域のボランティアの
協力のもと、おにぎりやみそ汁などを提供
し地域全体で受験生を応援しています。
　令和４年２月26日（土）には池田団地にお
住まいの住民を対象に、お好み焼きとサム
ゲタンを配布されました。

気まぐれ隊の紹介

お好み焼きを配布している様子

受験生の勉強会の様子



　つちやま福祉作業所では、令和４年１月より、土山
ハイウェイサービスの職員のみなさまにご協力をいた
だき、アルミ缶・古紙・段ボールの回収を開始しまし
た。活動を通して、環境に対する啓発だけでなく、地
域内で働く者同士の相互理解につながればと思い、今
後も交流を深めていきたいと考えています。
　なお、回収で得られた収益は、必要経費を除き、全
額が作業所の利用者の工賃（給料）となります。
　つちやま福祉作業所では、施設内にエコステーショ

ンを設置しており、24時間受入れが可能です。地域
のみなさま、引き続きご協力お願いいたします。

　令和４年３月21日（月・祝）に障がいのある児
童・生徒の余暇活動支援として甲賀市タイムケア
事業スプリングスクール「春休み、みんなで楽し
もう」を開催しました。新型コロナウイルス感染
症対策を実施した中、児童・生徒・保護者の参加
のもと、劇を鑑賞し、エコバック作りやビンゴゲー
ムを楽しみました。参加いただいたみなさま、ボ
ランティアで出演いただいた劇団ふりぃだむのみ
なさまと楽しい時間を過ごしました。

　令和３年12月12日（日）に甲賀市フードバンク事業eこころス
テーションと、一般社団法人フードバンクびわ湖が共催で、生活
にお困りの世帯やひとり親家庭を対象に年末年始をあたたかく過
ごしてもらおうと、歳末応援物資を配布しました。当日は市内３
会場（水口、甲賀、信楽）で運営ボランティアが受付を担当し、
合計173世帯へお米やレトルト食品などの食料品、子どもさんへ
は学用品等をお渡ししました。ご寄附いただいたみなさま、準備
や運営に関わってくださったボランティアのみなさま、ご協力あ
りがとうございました。

【本事業にご寄附いただいたみなさま】
（順不同　紙面の都合上お名前のみの紹介です）

土山ハイウェイサービス株式会社様・連合滋賀第４区地域協議会
様・甲賀荘様・信楽学園様・エーデル土山様・るりこう園様・NPO法
人サポートハウスほほえみ様・NPO法人ふれ愛パーク様・くるみ
作業所様・水口町更生保護女性会様・滋賀教区浄土宗青年会様・滋
賀県社会福祉協議会様・フードバンクびわ湖様�・甲賀市役所職員
有志一同様・甲賀市社協職員有志一同

「春休み、みんなで楽しもう！」スプリングスクールを開催しました

こころつながる・あたたかい贈り物
歳末に応援物資を配布しました

前日準備の様子　ボランティアのみなさまで
配布物資を仕分け

来場された方へ寄附いただいた食料品等を配布

土山ハイウェイサービス様とつちやま福祉作業所のリサイクル活動

令和４年４月15日2

社協こうか　第 99 号



　認知症サポーター養成講座の講師を務めていただく認知症キャラバンメイトの養成研修を開催します。
新型コロナウイルス感染症のまん延があり、令和２年度、令和３年度と開催を見合わせていましたが、感
染予防に十分注意して、令和４年７月頃の開催を予定しています。
　詳しくは、令和４年６月１日発行の甲賀市広報『広報こうか』に掲載予定です。

Q.� 最近、物のしまい場所や日付をすぐに思い出
せないことがあるのですがこれは認知症の始
まりでしょうか？

A.� 年齢を重ねると、脳の老化によって誰でも自
然な物忘れが見られるようになります。

　��人の脳は加齢とともに、その機能が老化し記
憶力のほか、判断力や適応力などが衰えてきま
す。このことは自然な老化現象で年相応の物忘
れです。認知症による物忘れは「財布をしまっ
たことを忘れてしまう」「約束したことを覚え
ていない」といった、そのこと自体を忘れてし
まいます。

☆加齢と認知症による物忘れの違い例
加齢によるもの 認知症によるもの

・物忘れを自覚している ・物忘れの自覚がない
・体験した事の一部を忘れる ・体験した事自体を忘れる
・判断力や理解力は問題ない ・新しい事を覚えられない
・日常生活に支障がない ・日常生活に支障が出てくる

　物忘れが気になると心配になった方は、お近くの地域包
括支援センターやかかりつけ医等に相談してみてください。
認知症予防は「適度な運動」「栄養バランスの摂れた食事」
「十分な睡眠」等日頃から心掛けることが大切です。

認知症になっても自分らしく暮らし続ける vol.2

認知症キャラバンメイト養成研修開催のお知らせ

［お問合せ］　甲賀市社会福祉協議会　在宅生活支援部
　　　　　　 TEL�0748-62-8137��または�TEL�0748-63-7951　（担当：大町・今村）

女性 のつ な が り サ ロ ン
〜ほっとひと息つく時間を過ごしませんか？〜

　家族のこと、子育てのこと、仕事のこと、こころのこと…
悩みや困りごとをひとりで抱えていませんか？

サロンでできること　※秘密は守ります。
・�日頃の悩みや困りごとをお聞きします。女性スタッフ
や民生委員児童委員とお話ししませんか？

・お茶を飲んでほっとひと息つきましょう。
・ご希望の方には、生理用品や食材をお渡しします。

【開催予定日】
・令和４年　４/10（日）・５/８（日）・６/12（日）
　いずれも10:00〜12:00
【会場】甲賀市営住宅大原中団地集会所

（甲賀市甲賀町大原中1065）

【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：0748-88-2942

M A P
グラウンド 体育館 甲賀中学校

辻正ビル

市営住宅

市営住宅

集会場は
ここです

駐車場

道沿いにある
階段を上がると
集会場があります

※開催日当日は㈱CATさんの駐車場をお借りしています。

eこころステーション甲賀主催
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赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました!

　昨年10月１日から12月31日までの３カ月間にわたり実施しました第75回赤い羽根共同募金へのご協力、誠にあり
がとうございました。
　本運動にご協力いただきました市民のみなさまと、各地域の区長・自治会長、民生委員児童委員、各種団体、ボラ
ンティア、企業、事業所のみなさまに心よりお礼申し上げます。
　みなさまからお寄せいただいた募金は、甲賀市内の地域福祉の推進や、支援を必要とされる方々への福祉事業、県
内の福祉施設などに配分され、みなさまの安全で安心な暮らしのために役立てられます。

募　金　総　額� 16,295,780円
一　般　募　金� 10,140,926円
歳末たすけあい募金� �6,154,854円

令和３年度 共同募金協力事業所・団体一覧（順不同・敬称略）

法人名（水口地区）
相川会計事務所
一富久
一味屋
井上美智江税理士事務所
岩上産業㈱
（医）岩谷医院
㈱エイ.テイ.エスバロン
近江アサノコンクリート㈱
近江肉山村
㈱近江美装
大谷内不動産㈱
㈱岡春工務店
㈱片淵建築事務所
関西ベストフーズ㈱
㈱熊木　水口店
㈱倉田運輸機工
クリエイト機械㈱
㈱建研　水口工場
甲賀協同ガス㈱
甲賀農業協同組合
甲賀林材㈱
㈱酵素の世界社
㈱コスモ警備
湖東信用金庫水口支店
滋賀特機㈱水口営業所
滋賀日新薬品㈱
慈照工業㈱
島本微生物工業㈱
（医）尚友会　速水医院
ショット日本㈱
白井松新薬㈱滋賀工場
㈱ストロング商会
税理士法人上杉会計事務所
積水化成品工業㈱滋賀工場
セキスイボード㈱
㈱大栄実業
大日精化工業㈱滋賀製造事業所
たなか小児科医院
谷川電気管理事務所

谷口接骨院
ツジコー㈱
辻寅建設㈱
デンコーテクノヒート㈱
㈲富川製作所貴生川工場
中川内科医院
西川産業㈲
林素也税理士事務所
ピー・エス・コンクリート㈱滋賀工場
㈱日立建機ティエラ滋賀工場
㈱フジサワ建設
ペガサスミシン製造㈱滋賀工場
㈱松岡興産
㈱松田安太郎商店
美貴精工㈱
ミトヨ住宅産業㈱
水口センチュリーホテル㈱
㈳水口病院
㈱水口福祉社
㈱ミヤケ滋賀工場
望田法律事務所
㈲山北モータース
ヤマデテクノ㈱

法人名（土山地区）
綾戸燃料住設
（医）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
㈲おおやデンキ
㈱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㈱
㈲小山鉄工
五洋電気㈱
ジェイドルフ製薬㈱

ダイヤモンド滋賀
タツミ建設
㈱辻製材所
土山貨物運輸㈲
土山漁業協同組合
筒井合成
東海精工㈱
東光寺
㈱西村幸太郎商店
㈱ニューリー・土山
㈱平田自工　ホンダカーズ土山
松山産業㈱
MARUGO㈱
若宮神社

法人名（甲賀地区）
㈱魚松　
㈲近江屋
㈱大井鉄工所
㈱関西技研
甲賀工業㈲
甲賀石油㈲
甲陽興産㈱
㈱コーガアイソトープ
小島産業㈱滋賀工場
三陽建設㈱
㈲椎野商会
滋賀県製薬㈱
㈱滋賀測量設計事務所
㈱清水コンテック
昭和化学工業㈱
第一石油㈲
大場商事㈱　大甲賀カントリークラブ
㈲増田商店　増田ふとん店
ますだ内科医院
三輪鋳工㈱滋賀工場
NPO法人デイサービスセンターささえ愛

法人名（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
㈱甲栄自動車工業
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甲南動物病院
湖東信用金庫甲南支店
眞岡歯科医院
慈眼寺
㈱昭和インク工業所
（医）仁生会甲南病院
スマイル社労士事務所
テラサキ
（医）勁草会　ハートクリニックこころ
平和発條㈱滋賀工場
㈲ミヤコカッター
山一化工㈱滋賀工場
大和理研工業㈱
㈱ヤマカツエンジニアリング
山本造園

法人名（信楽地区）
㈲市村自動車整備工場
㈱ウエダ
㈱魚松　信楽店
㈱卯山製陶
近江道路土木㈱
大塚オーミ陶業㈱
㈱カジヤス
㈱金田工業
（農）上朝宮製茶共同組合
㈱きくおか電気商会
㈱三東工業社
滋賀カントリー倶楽部
㈱滋賀松風
信楽電水工業㈱
（宗）浄土寺
（宗）神慈秀明会　災害対策委員会
（宗）信和オートサービス
㈱精土
大和工業㈱
タラオカントリークラブ
㈱ティ・コム
㈱ナカニシ自動車
㈱松庄
丸伊製陶㈱
㈱丸九製陶所
㈱丸十製陶
マルトリビック㈱
宮尻茶共同組合
むらき眼科
㈱やすじ

市内学校のみなさま
綾野小学校
柏木小学校
伴谷小学校
伴谷東小学校
水口東中学校
大野小学校
土山小学校
土山中学校
油日小学校　
大原小学校　
佐山小学校　
甲賀中学校　
甲南第一小学校
甲南第二小学校
甲南第三小学校

甲南中部小学校
希望ヶ丘小学校
甲南中学校
甲南高校
朝宮小学校
小原小学校
雲井小学校
信楽小学校

市内団体のみなさま
滋賀県信用組合
滋賀県信用組合　本部
綾野地区民生委員児童委員協議会
柏木地区民生委員児童委員協議会
伴谷地区民生委員児童委員協議会
水口町民生委員児童委員協議会　総務部会
貴生川地区民生委員児童委員協議会
水口町民生委員児童委員協議会　水口・岩上地区
かふかアイリスハープの会
かすみ草の会
水口地区佛教会
滋賀県信用組合　土山支店
土山町仏教会
土山町民生委員児童委員協議会
ゆうゆう甲賀クラブ土山支部
（福）瑠璃光会職員親睦会
一隅を照らす会
甲賀町民生委員児童委員協議会
滋賀県信用組合　甲賀支店
甲南町更生保護女性会
甲南町民生委員児童委員協議会
滋賀県信用組合　甲南支店
滋賀県信用組合　信楽支店

市外団体のみなさま
大辻税理士法人草津事務所職員一同
募金箱設置にご協力いただいたみなさま
水口図書館
あいこうか市民ホール
綾野地域市民センター
岩上地域市民センター
宇川会館
柏木地域市民センター
貴生川地域市民センター
甲賀市勤労者青少年ホーム
牛飼教育集会所
セブンイレブン水口庚申口店
谷野製麺所
伴谷地域市民センター
びわこいいみち店
ファミリーマート水口牛飼店
ファミリーマート水口北山店
ファミリーマート水口本綾野店
水口医療介護センター
㈱水口寿志亭
TSUTAYA水口店
まるーむ
水口体育館
水口中央公民館
水口子育て支援センター
コメダ珈琲水口店
老人福祉センター碧水荘
甲賀市シルバー人材センター
鮎河郵便局

鮎河地域市民センター
あいの土山文化ホール
エーデル土山
大野地域市民センター
大野郵便局
甲賀農業協同組合土山支所
コメリ土山店
甲賀市商工会土山支所
ショップ油屋
セブンイレブン土山市場店
土山体育館
土山地域市民センター
土山中央公民館
土山図書館
土山郵便局
ドラッグユタカ土山店
老人福祉センターフィランソ土山
（福）洗心福祉会 甲賀シルバーケア豊壽園
㈱道の駅　あいの土山
山内地域市民センター
山内郵便局
（福）瑠璃光会　るりこう園
ローソン北土山店
油日地域市民センター
甲賀大原地域市民センター
佐山地域市民センター
ジョイショッピングセンター甲賀店
かえで会館
希望ヶ丘地域市民センター
甲南地域市民センター
甲南公民館
甲南第三地域市民センター
甲賀流リアル忍者館
ジョイショッピングセンター甲南店
（福）甲南会特別養護老人ホームせせらぎ苑
B&G海洋センター
ローソン竜法師店
大小屋
朝宮地域市民センター
WITH�TEA
cafe�awa-isa
川半茶舗
黒田園
小原地域市民センター
信楽荘
信楽地域市民センター
信楽中央病院
信楽伝統産業会館
信楽図書館
紫香楽病院
信楽郵便局
セブンイレブン信楽牧店
多羅尾地域市民センター
MIHO�MUSEUM
レストラン山びこ
イベント・街頭募金等ご協力いただいたみなさま
広野台西区もったいない市
フレンドマート土山店
ジョイショッピングセンター甲賀店
Kohnankai�fes
フレンドマート信楽店
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令和４年度　甲賀市社会福祉協議会　事業計画・一般会計予算
事業計画（重点目標）

1.重層的支援体制整備事業の推進
2.信楽地域包括支援センターの運営推進
3.フードバンク事業　eこころプランの拡充

令和３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３年12月１日から令和４年２月28日までに会員加
入のみな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３年11月30日までにご加入いただいた会員のご芳名は、広報第98号に
掲載いたしました）

 合　計 � 10,869,974円
一般会費� �9,693,974円
賛助会費� 967,000円
団体会費� �64,000円
特別会費� �145,000円�

令和4年2月28日現在
ご協力ありがとうございました

特別会員
甲賀市身体障害者更生会
橋設備工業

令和４年度の甲賀市社会福祉協議会事業計画の全内容は、甲賀市社協ホームページ
http://kokashakyo.jpもしくは、各地域福祉活動センターにて閲覧いただけます。

一般会計予算

【収入の部】

1,097,783

【支出の部】

1,097,783

（単位：千円）

（単位：千円）

社協会費による収入 11,070
寄附による収入 2,000

補助金
による収入
110,760

受託事業
による収入
91,002

貸付金の
返済額 600
参加費等による
収入 2,050

介護保険事業による収入
463,830

就労支援による
収入 15,570

障がい福祉サービス
等による事業収入
104,863

訪問看護に
よる医療事業
収入 20,514

受取利息に
よる収入 335

その他収入
2,341

法人内資金移動
272,848

法人運営事業
にかかる費用
127,015

地域福祉の
推進にかかる
費用 112,583

相談支援に
かかる費用 59,662

福祉基金事業に
かかる費用 2,100

善意銀行事業に
かかる費用 3,248

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい事業
にかかる費用 14,483

センター管理にかかる費用 5,401

介護・医療に
かかる費用 652,270

作業所運営に
かかる費用
102,604

受託事業に
かかる費用
5,174

次年度
繰越金
13,243

【収入の部】

1,097,783

【支出の部】

1,097,783

（単位：千円）

（単位：千円）

社協会費による収入 11,070
寄附による収入 2,000

補助金
による収入
110,760

受託事業
による収入
91,002

貸付金の
返済額 600
参加費等による
収入 2,050

介護保険事業による収入
463,830

就労支援による
収入 15,570

障がい福祉サービス
等による事業収入
104,863

訪問看護に
よる医療事業
収入 20,514

受取利息に
よる収入 335

その他収入
2,341

法人内資金移動
272,848

法人運営事業
にかかる費用
127,015

地域福祉の
推進にかかる
費用 112,583

相談支援に
かかる費用 59,662

福祉基金事業に
かかる費用 2,100

善意銀行事業に
かかる費用 3,248

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあい事業
にかかる費用 14,483

センター管理にかかる費用 5,401

介護・医療に
かかる費用 652,270

作業所運営に
かかる費用
102,604

受託事業に
かかる費用
5,174

次年度
繰越金
13,243

あいコムこうかとの
共同制作番組

こうふくコロンブスが
生まれ変わります‼

【日時】毎月第２月曜日から日曜日まで
　　　　①9:15〜　②12:15〜　③16:15〜
　　　　④20:15〜　⑤23:15〜
【内容】甲賀の福祉を紹介します！
　　　　●福祉学習　●サロン　●社協の事業紹介
　　　　●介護について　などなど
【お問合せ】地域福祉課��TEL：0748-76-3287

4.在宅看取り・認知症支援の推進　
5.業務継続計画（BCP）の推進
6.介護・看護人材の確保と定着

令和４年４月15日6

社協こうか　第 99 号



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３年12月１日〜令和４年２月28日　受付分

寄附者名（使途） 金額（単位：円）
JAこうか女性部　様 30,000
大川　國友　様 23,000
小山　浩　様 200,000
増田　定雄　様
（子ども食堂「スマイル甲賀大原っ子」へ） 6,000

日本基督教団水口教会　様 6,000
白毫寺　様 20,000
ボランティア耕心　様 5,000
日本発条労働組合滋賀支部　様 85,000
藤井　義夫　様 5,000
甲賀中途障害者の会 様（作業所運営事業のために） 664,691
匿名（居宅介護等事業のために） 30,000
匿名 10,000

物品寄附
寄附者名 物品名（使途）

水口町赤十字奉仕団　様 米30キロ（施設通所者のために）
白㟢　晴明　様 バイオトイレ
関西遊技機商業協同組合　様 車いす１台
株式会社　三和　様 車いす２台
中江　信幸　様 衣類
小山　優子　様 歩行器（すこやか荘へ）

匿名４名　様

オムツ、男性用下着・女性用下
着・男性用作業ズボン（計17
点）、ポータブルトイレ（ケアプ
ランセンターあいへ）、尿もれ
パット・紙おむつ・食品・衣類

義援金の受付をしています
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。
〇令和４年３月福島県沖地震災害義援金　〇熊本県南豪雨義援金
〇愛媛県豪雨災害義援金　　　　　　　　〇平成30年７月豪雨災害義援金（岡山県、広島県）

＜お詫びと訂正＞
　社協こうか第98号（令和４年１月１日発行）の金銭預託（甲賀市善意銀行）で、お名前と金額に誤りが
ありました。お詫び申し上げますとともに、次のように訂正させていただきます。

誤 正
寄附者名 「巳午会・同年会」監事一同　様 「巳午会・同年会」幹事一同　様　
金　　額 17,455円 14,555円

　長年にわたって社会福祉の推進に貢献されたみ
なさまへ、令和４年２月17日㈭甲賀市社会福祉協
議会会長から表彰状が贈られました。今後ともま
すますのご活躍をご祈念いたします。（順不同）

●表彰の部　
みんなくる会�様 / ささゆりグループ�様
かふか手話サークル�様 / 内海流輔乃香会�様
親友会�様

令和３年度
甲賀市社会福祉協議会会長表彰

信楽地域包括支援センター
運営業務の受託

　令和４年４月１日より、甲賀市社会福祉協議会
が信楽地域包括支援センターの運営業務を受託す
ることになりました。（場所と連絡先は、これま
でと同じです。）
　「最期まで自分らしく暮らし続ける」をめざし、
住民のみなさまの頼れる相談窓口となり、専門職
が連携して地域を支えていきます。どうぞよろし
くお願いいたします。
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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
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99号

4 15

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

令和４年
2022

　本会本部事務所および各事業所が下記の通り移転を行い、新たな場所で業務を行います。
　新しい事務所で何かとご不便をおかけいたしますが、住民のみなさまの福祉向上に役職員一同さらに精励いたしま
すので、変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。

◆水口社会福祉センター改修に伴う事務所移転◆
　水口社会福祉センターの改修工事に伴い、下記事務所が令和
４年５月16日（月）より同敷地の旧甲賀市福祉ホール内に移転
します。なお、住所と電話番号、FAX番号の変更はありません。
●法人運営部
総務課
地域福祉課（ファミリーサポートセンター・ボランティア�
センター・災害福祉ネットワークセンター）
水口地域福祉活動センター
生活福祉課（あんしんネットセンター）

●在宅生活支援部
ヘルパーステーションみなくち

◆土山地域福祉活動センター事務所移転◆
　土山地域福祉活動センター事務所を、下記のと
おり令和４年３月28日（月）より甲賀市役所の土
山地域市民センター３階に移転しました。なお、
電話番号、FAX番号の変更はありません。
【新住所】
　〒528-0211　甲賀市土山町北土山1715番地
　　　　　　　 土山地域市民センター３階

住民のみなさまにはご不便をおかけしますが、
何とぞよろしくお願いいたします

事務所移転のお知らせ

広報紙『社協こうか』タイトルデザイン募集のお知らせ
　令和４年７月15日号（第100号）からの広報紙「社協こうか」のタイトル文字のデザインを募集します。採用された方には、甲賀
バウムクーヘン工房のギフトセットをプレゼントします。現デザインは平成30年１月１日号（第82号）から令和４年４月15日号
（第99号）まで長らく表紙をかざらせていただきました。ありがとうございました。みなさまからのご応募お待ちしております。

タイトルの文字：社協こうか
デザインの大きさ：�縦５㎝×横11㎝以内で、社協シンボルマーク（青色と白色）も含めること。
その他：自作・未発表の作品で、他者の知的所有権を侵害していない作品であること。

●応募資格
　どなたでも応募可。
●応募方法
郵送、持参またはEメールにて、以下の要件を守り応募
してください。
 ⑴ 手書きの場合
デザインを描き、必要事項を記入のうえ、下記まで郵
送または持参にてご応募ください。

 ⑵ 電子データの場合
作品データ（JPEG・GIFもしくはPDF形式で、３MB
以下）と、必要事項をEメールで送るか、CD-Rに保存
し、郵送もしくは持参してください。

●必要事項
①氏名（ふりがな） ②年齢 ③性別
④郵便番号・住所 ⑤電話番号 ⑥職業・学生の場合は学校
⑦�制作意図（作品に込めた思いを30字以内で記入して
ください）

●募集期間
令和４年５月13日（金）必着

●審査
甲賀市社会福祉協議会にて採用作品を決定します。

●採用の通知
ご本人様への採用結果は、プレゼントの発送をもって
代えさせていただきます。広報紙社協こうか第100号
（令和４年７月15日発行）にて結果発表を掲載します。
●著作権・その他
応募は１人につき何点でも可。デザインのきまりを
守っていない場合や、必要事項に不備のある場合は、審
査の対象外となります。応募作品は返却しません。応募
作品の著作権、使用権、その他一切の権利は主催者に帰
属します。採用作品の使用にあたり、主催者がデザイン
の修正を行う場合があります。応募にかかる個人情報
については、作品の審査・発表および結果の通知のため
にのみ使用し、他の目的には使用しません。

　
《応募・問い合わせ先》
〒528-0005　滋賀県甲賀市水口町水口5609番地
社会福祉法人　甲賀市社会福祉協議会
法人運営部　総務課
広報紙「社協こうか」タイトル文字デザイン募集　係
TEL：0748-65-6370　 FAX：0748-63-4823
E-mail：info@kokashakyo.com

　《デザインのきまり》

社協シンボルマーク
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