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〜コロナ感染予防しながらの地域福祉活動〜
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため多くのサロンが休止されていましたが、マスク着用
や手指消毒、室内換気、時間短縮などの感染対策をしながら、各地のサロンが活動再開されてい
ます。久しぶりの再会に、笑顔があふれていました。
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赤い羽根共同募金運動が始まります！
今年も、
10/1より共同募金運動が全国的に開始されます。
毎年市内の各自治会、ご家庭、学校、企業、職場、団体のみなさまにはあたたかい
ご協力をいただき、まことにありがとうございます。いただいたみなさまのやさしい
お気持ちは、栗東市のさまざまな地域福祉活動に活用されています。

募金期間

にご理解とご協力
をよろしくお願い
いたします。

10/1～12/31
募金の流れ

栗東市にお住いのみなさまから
法人・企業のみなさまから
学校の児童・生徒のみなさまから
栗東市で働く方から
街頭募金・イベントに参加の方から
募金箱に入れてくださった方から

滋賀県共同募金委員会

募金

栗東市共同募金委員会

栗東市内で
集められた

70%

30%
今年からインターネットによる募金も可能になりました！

募金運動

主として栗東市内での
地域福祉活動に
活用させていただきます。
＊地域のサロン活動
＊福祉関係団体の事業

＊子育て支援活動
＊見守り活動
＊福祉の啓発事業
＊災害対策・支援 など

一部は 滋賀県内 での広
域の福祉施設・福祉活動への
助成や、災害時の備えなどに
活用されます。

店舗や職場などに、赤い羽根共同募金の募金箱を置いてくだ
さるお店や事業所さまを募っています。
共同募金の啓発と、身近にできる募金の機会を増やすため

募金箱の設置にご協力をお願いいたします。

お問い合わせ
栗東市共同募金委員会
(社会福祉協議会内）
電話：554-6125
FAX：554-6106

「令和２年７月豪雨災害義援金」の募集について
７月３日からの豪雨により、各地で記録的な大雨となり、河川の堤防決壊等による洪水や土砂崩れ等の災害が
各地で発生し、複数の市町村で災害救助法が適用されました。この災害によりお亡くなりになられた方のご冥福
を祈るとともに、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
中央共同募金会および被災県共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に義援金の募集を実施し
ています。また、栗東市共同募金会においても受付をおこなっております。ご協力をお願いいたします。
受け付けた義援金は、中央共同募金会を通じて、その全額が被災県共同募金会に被災状況に応じて按分のうえ
送金されます。

受付期間 令和２年７月13日（月）から令和２年12月28日（月）
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赤い羽根共同募金
助成事業 交付団体紹介

令和２年度

76団体

助成総額：3,023,000円

― 今年度に助成を受けて事業を実施する団体を紹介します ―（敬称略・順不同）

地域や人をつなげる事業助成
地域住民の日頃から顔の見える関係づくりをすすめる継続的な活動や、つながりづくりをすすめる交流事
業等へ助成します。

〜身近な地域でのつながり活動〜

岡ホットサロン
上鈎自治会

目川自治会福祉部会

サロン一味の会

新屋敷いきいきチャレンジ

高齢者給食ボランティアキャロット
下鈎甲自治会

下鈎乙自治会

辻越おたっしゃサロン
走井いきいきサロン
清水ヶ丘自治会

三和サロン
観音寺自治会

六地蔵団地ゆうゆうサロン

リソシエ交流会

青空共和国

美之郷さわやかサロン

山入いきいきサロン

中寿老会

赤坂自治会

栗東ルモンタウン自治会

出庭ふれあいサロン

葉山シニアクラブ

綣花園自治会

サロン東小平井

さわやかシニアーズ

浅柄野いきいきサロン

赤坂ミニサロン会

葉山東福祉の会

川辺住宅ふれあいサロン

安養寺東いきいきふれあいサロン

中沢サロン

大橋福寿会ふれあいサロン会

小野自治会

手原自治会

友遊クラブ

北浦サロン会

ふれあいサロンおっさか

北中小路ふれあいサロン実行委員会

川辺ひまわりサロン

新屋敷親和会ＧＧクラブ

下戸山わくわくサロン

下鈎糠田井自治会

サロン辻ケ花

サロンひまわり

川辺老人クラブ延寿会

親支援グループはやま

栗東ニューハイツやすらぎ会

グレーシー栗東オーブ

いきいきサロン海老川

西浦自治会

小平井五区自治会

Fun Fan Harmony

〜つながりをより広げる活動〜

栗東市心身障がい児・者スポーツ大会実行委員会

栗東ふぁざーず倶楽部

栗東市障がい児者父母の会

栗東市母子福祉のぞみ会

栗東市心身障害児（者）連合会

出庭四郷民生委員児童委員

栗東市老人クラブ連合会

栗東市防災会

栗東市学童保育連絡協議会

大宝西高齢者いきいき農園協議会

栗東市介護者の会

栗東市視覚障害者福祉協会

治田東学区地域振興協議会

福祉の心を育てる事業助成
命の大切さや人権について、知る、学ぶ、理解する機会として子どもや地域住民等を対象に開催する研修
会や講演会等へ助成します。
栗東市手をつなぐ育成会

ボランティア活動助成
活動基盤の弱いボランティアグループや、市民活動団体が今後も継続的に活動をするために必要な基盤づ
くりのための経費に一部を助成します。
自助具製作ボランティアα工房

栗東迷術会

陽気会

絵本読み聞かせ「にこにこくらぶ」

栗東スポーツ健康吹矢クラブ

山の動く会

オアシス花泉の森歌会

びわ湖ブラインドコーラス隊

六地蔵団地寿楽会
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令和元年度 栗東市社会福祉協議会事業報告

老人福祉センター事業及び身体障がい者・児デイサービス事

館︵やすらぎの家・ゆうあいの家・なご

業について新たに指定管理運営を行う
老人福祉センター

年間受けることになりました︒また︑併設運営し

やかセンター︶と身体障がい者デイサービス事業所の指定管理
を新たに

ている通所介護事業においては︑利用時間を延長して実施し
ています︒
新型コロナウイルス感染

食糧等提供事業の実施︑生活困窮者自立支援事業︑善意銀行
事業︑共同募金運動など実施

支出

支出合計
642,955,717円

人件費

﹁つながろう つなげよう 安心のまち りっとう﹂を基本理念として地域福祉の推進にあたります

地域福祉の主体として住民や団体・組織の参加協力

により︑社会福祉政策の動向に即した事業・活動を展

開 し︑ 法 律 の 改 正 や そ れ に 伴 う 事 業 動 向 も 踏 ま え つ

つ︑事業等を実施しました︒なお︑新型コロナウイル

ス感染症拡大防止対策として︑令和２年２月末から３

月末の事業については中止等の対応をとっています︒

生活支援コーディネーター
︵地域ささえあい推進員︶を

症の影響による生活福祉

無利子

名ずつ配置

特例貸付…231件
分 「緊急小口資金」
「総合支援資金」特例貸付… 84件

39,540,000円
44,760,000円

６月末までの申請受付

資金︵福祉資金﹁緊急小口
資 金 等 ﹂︶の 特 例 貸 付︵ 県
生活福祉資金貸付事業の
一環︶の実施

無利子

栗東中学校区︑栗東西中学校区に各
生活支援体制整備事業の市からの受託開始に伴い︑平成

名体制となり︑地域や

年度に葉山中学校区に配置した生活支援コーディネーター︵地
域ささえあい推進員︶を含め︑市内で

新型コロナウイルス感染

貸付利子

510,906,209

収入合計
642,955,717円

320,962,573

一般事業

症 の 影 響 を 受 け︑ 緊 急 か つ
一時的に生計の維持が困難

10年以内

次年度繰越金 12,908,137

貸付事業 49,381

老人福祉事業 1,788,000

機関の活動状況の把握や地域ささえあい推進員の啓発を中心

年度より配置

月200,000円以内
学校等の休業、個人事業主等の （二人世帯）
身）
月150,000円以内
貸付期間：原則３月以内
その他の場合、100,000円以内

その他 605,800

寄附金 1,308,710
補助金 48,613,971

障がい福祉サービス等事業 5,757,203

に活動を行っています︒
CSWを平成

１年以内

２年以内

事業費 73,885,823

収入

169,422,894

と な っ た 方 に 対 し︑ 緊 急 小

月 日〜継続中︶

口資金の特例貸付を実施し
年

ました︒
︵令和

貸付上限 特例の場合、 200,000円以内 （単

この他︑本会独自事業である緊急つなぎ資金貸付事業や緊急

１年以内

償還期限

事務費 31,010,417

受託金 86,621,303

介護保険事業

支援が必要な高齢者や障がい者︑子育て中の親など︑制度
の狭間にある課題も含めて︑実態把握と相談・援助に対応し︑
関係機関へのつなぎを行うなど︑要援護者の自立に向けた働
きを行っています︒
﹁引きこもりに関する実態調査﹂
を行う︒
滋 賀 県 社 協 主 催 で 民 生 委 員・児 童 委 員 の 協 力 の も と︑﹁ 引 き

据置期間

助成金 2,279,000
共同募金配分金事業 5,807,538

会費 7,305,840

受取利息配当金 15,736

3

利用者負担軽減額 3,412

負担金 5,500,000

その他 1,159,487

30

こもりに関する実態調査﹂を行ったほか︑湖南圏域社協におい

生活福祉資金貸付制度（特例措置）

（単位：円）

決算

栗東市社会福祉協議会

令和元年度

総合支援資金
緊急小口資金

!!

!!
新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、収入の減少や失業等
により生活に困窮し、日常生活
の維持が困難となっている世帯
新型コロナウイルス感染症の影響
貸付 を受け、休業等により収入の減少
対象者 があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯

1
3

て
﹁ ひ き こ も り 者 支 援 を 考 え る ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 ﹂を 開 催 し︑

25

!!

5
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30

今後の取り組みの方向性について協議しました︒

2

T O P I C S

身近にある「ささえあい活動」
!!
スクールガードを通じて…
小学校の登下校時間に合わせて、通学安全や見守り等のサ
ポートをされているボランティアの
「スクールガード」
が各地域
で活躍されています。継野さん、玉置さんは治田西小学校前
道路を中心に子どもたちの見守りや誘導等を行われています。
さらに子どもたちへのあいさつ運動でも
「おはよう！」と、
元気な声を子どもたちと掛け合うのはもちろんのこと、住民
の方々とも声を掛け合い「ご主人は元気にされてますか？」
「体の調子は？」等とお互いに励ましあいながら元気に活動を
されています。小さな事柄ですが、このような活動を通じて
地域が活気づき、住民同士がつながっていくのでしょう。ま
た、お二人とも、この活動が基で日々元気に過ごすことがで
治田西小学校前の道路にて活動されている。
継野利津子さん、玉置邦博さん（中沢在住、昨年撮影）

きると『いきがい』を感じておられるようでした。

灰塚橋で活動される安部准二さんと奥さんの光江さん（下戸山在住）

一方、治田東学区の灰塚橋付近では、毎日、170名を超える子どもたちの通学を事故が起こらないようにと、４
名で見守っていてくださっています。その中のお一人、民生委員の安部さんは、大津での事故をきっかけに、活動
を始め、子どもたちの安全のため、ご夫婦で活動をしてくださっています。

ード用

スクールガ

贈

キャップ寄

地域で活躍していただいている皆さんを支え、つながっていきたいという思い、地

域の子どもたちの安心・安全のために……

皆さんからいただいた社会福祉協議会会費、共同募金事業の一環としてスクールガード用のオリジナル
ワッペン付キャップを本年度50個、寄贈させていただきました。この事業は、
継続して実施し、市内で活躍いただいている皆さんへお届けしていきたいと
思っています。
※キャップへのワッペン取り付けはボランティアさんによるものです。
※上の写真の安部さんがかぶっているキャップは今回寄贈したものです。

社会福祉協議会会費（賛助会費・一般会費・サポート会費）、共同募金事業への
皆さまのご協力ありがとうございます。
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社協オリジナルワッペン

ボラセンコーナー
「はーと♥ぽーと」
● ボランティアグループ紹介 ●
栗東ふぁざ〜ず倶楽部
私たち
「栗東ふぁざ〜ず倶楽部」は、退職男性シニアの皆様が仲間作りや地域貢献など
を通じて”楽しく生きがいのある人生”にする目的で平成20年に誕生しました。
現在会員数は45名で、平均年齢は73歳です。 自らの経験や知識､技術を生かしまず
健康で楽しく活動し互いに学びあい社会貢献することをモットーに活動しています。活動は多岐に渡り、自分のできる範
囲で参加すればよく強制や義務はありません。趣味の合う仲間同士の同好会も現在６つ発足しています。
令和元年度の活動実績は延べ264回、参加人員1,555名でした。社会貢献活動は、金勝寺と泣き地蔵の散策路整備、社
会福祉施設で定例の喫茶奉仕や芸能公演と映写会の実施､要望に応じて地域サロン、老人会などへの出前芸能公演、地区
や市民祭りのイベントの手伝いなどをしています。仲間を始め多くの方々と接し、お役に立てている実感が活動の励みと
なっています。第二の人生を見つけたいシニアの皆様、一歩踏み出し私たちと共に仲間づくりをしませんか。参加をお待
ちしています。

りっとうバルーンアートの会
私たち
「りっとうバルーンアートの会」は、楽しさを地域に広めていくことを目的に、
平成22年12月に結成し活動をスタートして以来10年を迎えようとしています。
活動としては、自治会や子ども会の夏祭りやクリスマス会に参加し、体験コーナーを
中心に子どもたちとのふれあいや手作りのバルーンアートの楽しさを体験してもらって
います。細長い風船をねじって動物の形にしたり、花束のようにするバルーンアート。
子どもたちに一番人気のあるのは数本組み合わせた刀や犬など基本的な作品です。また、アニメの
キャラクターやハ―トにプードルがついた作品も人気です。
現在メンバーは、60〜70歳代中心の15名で毎月第２月曜日にボランティア市民活動センター活
動室で新しい作品作りに腕を磨いています。作る達成感や喜びを実感してもらえるよう小学生以上
なら空気を入れる所から、高齢者や幼児にはあらかじめ膨らました風船で持ち方から伝授するといった具合に年齢や参加
回数に応じて考慮しています。子どもから高齢者まで作ることができ、出来上がると目を輝かせて喜ばれます。
見て・作って・もらって楽しいと喜ぶ参加者の笑顔に出会うため、私たちと一緒にバルーンアートをしてみませんか！

〜 ご縁・つながり・絆 〜

★ ボランティアに関する標語募集！★

ボランティアについて想うこと、防災の日(9/1)にちなんだこと、今、私たちにできることなどを、標語に
しませんか？

心がきゅんとなる、ワクワクする作品をお待ちしています。あなたのコトバをご応募へ！！

＊募集期間

令和２年９月１日
（火）
〜９月28日
（月）

＊採用作品
＊応募方法

⁂ボラセンハッピー大賞
⁂ボラセンハッピー賞

5,000円分の商品券
2,000円分の商品券

１名様
２名様

応募してね！
社協

※応募は１人１点です
住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号を明記のうえ、栗東市ボランティア市民活動センター窓口、
FAX、メールにて「ボランティア標語」
係までご応募ください。

〜 採用作品は、当センターで作るチラシや実施事業など、いろいろな場面で使用させていただきます 〜

地域のイベント等に伺います。蓄音機コンサー
トで、 50年代の懐かし唄・演奏曲を映像と共に
楽しい時間を過ごしませんか？まずは、ボラン
ティアセンターまで。お電話お待ちしています。

※持込機材等、事前の打ち合わせが必要です。

お問い
合わせ

私を呼んで！

おん たけ

音竹さん

――あ、ボランティア――

これからの人生で、一番元気なのは
「今」
。
とりあえず始めてみて、あとから修正すればいいんです。
やりたいと思ったことは、今すぐやりましょう。
人間は気づいたときが始まりです。
いつもの時間に少しだけ

栗東市社会福祉協議会 栗東市ボランティア市民活動センター
住所：〒520-3015 栗東市安養寺190（なごやかセンター内） 電話：553-0056／FAX：553-5268
E-mail：voluntia@rittoshakyo.or.jp

♥ボランティア♥ぼらんてぃあ♥ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ♥ボランティア♥ぼらんてぃあ♥ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ♥
社協
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防災
series

・

・

・

・

・

〜災害時の備え こんなものが役に立つ〜
車内に防災グッズを常備していますか？
９月１日は防災の日です。今年も各地で様々な災害が発生していますが、防災
グッズを準備していますか。災害は自宅にいるときに起こるとは限らないのです。
車での外出先で被災した場合や自宅に入れなくなったときに備え、車内に常備する
防災便利グッズを考えてみました。

私の考える「車内に常備しておきたい防災便利グッズ」
水に強い！手で切れるダクトテープ

→ ガムテープよりも粘着力があり、水にも強いです。

トイレットぺーパー

→ 意外と忘れがち…携帯トイレとセットで！

サンシェード

→ 夏場の日光遮断！また、更衣時にも便利！

軍手と新聞紙

などなど

→ 作業時や冬場の防寒具にもなります。

新型コロナウイルス感染症の影響で避難所運営でも見直しが進められており、３密を避け、他者との
接触を減らせる自家用車での避難というのも検討されています。
※車内での避難は、エコノミークラス症候群の予防に努めなければなりませんのでご注意ください。

今回は、
「車内に常備しておきたい防災便利グッズ」の一部をご紹介させていただきましたが、いざと

いうときに役に立ち、車の中で少しでも快適に過ごせるようなグッズ、この機会にご家庭の非常用持ち
出し袋の中を点検し、足りないものを補充してみてはいかがでしょうか。また、車内の空いたトランク
ルームにも必要なものを常備しておくのも大切なことかもしれません。
防災の日を機にぜひご家庭でも災害時に備えた常備品と最低限必要なアイテムについて考えてみてく
ださい。

善意銀行だより

みなさまのお気持ち

令和２年６月11日〜令和２年８月10日
（順不同・敬称略）

社会福祉事業寄附

〈金銭〉
有限会社 三王都市開発 ··································· 100,000円
匿名 ·········································································10,000円
匿名 ··········································································· 3,500円
〈物品〉
匿名 ···································································米15㎏・洗剤
⇒子どもたちへ

くりのみ作業所···················································メロン60個
トヨタモビリティパーツ株式会社 滋賀支社
·························································· フェイスシールド68個
一般社団法人 日本即席食品工業協会 ····· 即席めん108個
安養寺マルシェ リユース部 ···························マスク20枚
日本農産株式会社 ··································· 玉ねぎ30㎏×９箱
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ありがとうございます

匿名 ·······································································お菓子７箱
匿名 ·····································新品タオル９枚、82円切手２枚

指定寄附

〈金銭〉
匿名 ·········································································30,000円
⇒やすらぎの家へ

〈物品〉
匿名 ·······································································お菓子７箱
⇒栗東生活支援協議会へ

古切手、ペットボトルキャップ、プルタブ、ベルマークの
ご協力ありがとうございました。

ふくしのお知らせ伝言板
アルバイトも
募集中!!

職員募集

務〕
①月曜日〜土曜日（シフトによる
〔給 与〕
①187,440円／月
※週休２日(日曜日含む)、
週５日勤務）
②1,000円〜1,120円／時間
♥②学童保育所非常勤指導員〈時間給雇用〉
祝日、年末年始
〔待 遇〕
①社会保険加入、労働保険加入、
〔勤務地〕①②栗東市内の学童保育所
（10ヶ所）
通勤手当支給(上限有)、賞与あり、
②月曜日〜土曜日（シフトによる
〔内 容〕①②保育業務等付随する業務全般
昇給あり
週４日、週20時間以上勤務）
〔資 格〕①教員・保育士免許等、同等の事業 〔勤務時間〕①10：15〜19：00
②労働保険加入、通勤手当支給
所で２年以上の勤務経験がある方
(上限有)、処遇改善交付金による
②基本 13：00〜18：00＊土曜日
普通自動車運転免許
（AT限定可）
および小学校の長期休暇(夏休み等)は
一時金の支給有
②資格不問
7：30〜19：00の間のシフトによる勤務
まずはお電話ください。電話：077-554-6125
♥①学童保育所常勤指導員
〈月額雇用〉

〔勤

〜 ボランティアなごやかまつりの中止について 〜
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、密集・密接状態を回避するのは難しく、安全確保が十分にできないと判
断し、今年度のボランティアなごやかまつりは中止とさせていただきます。

地域福祉活動計画策定委員を募集します!!
栗東市の地域福祉をより良くするため、あなたも栗東市地域福祉活動計画策定委員会に参加してみませんか！地域の
福祉関係者や幅広く地域で活動されている個人団体から参加いただくほか、下記の要領で一般から参加してくださる委
員を募集します。
〔募集目的〕地域福祉活動計画は、住民自ら策定するものであるため広く市民より委員を公募します。
〔募集期間〕令和２年９月１日
（火）
〜令和２年９月15日（火）
〔募集人員〕２名程度
〔申し込み・お問い合わせ〕
栗東市社会福祉協議会地域福祉課（電話：554-6105）までお願いします。

各

種

相談内容
心配ごと相談
司法書士相談
（要予約）

税金相談

（要予約）

法律相談

（要予約）

行政書士相談（要予約）

相
相談員

談

の

ご
相

談

案

内

※情勢により、中止する場合がありますので、
事前にご確認をお願いします。

日

学識経験者 ９月10日（木）
・10月12日
（月）
・11月10日
（火）
司法書士

税理士

弁護士
行政書士

予約受付期間

相談時間

予約不要

９：00〜12：00

９月23日
（水）

９月１日
（火）
〜

10月20日
（火）

10月１日
（木）
〜

11月20日
（金）

11月２日
（月）
〜

９月 ９日
（水）

９月１日
（水）
〜

11月11日
（水）

11月２日
（月）
〜

９月10日（木）
・ ９月24日
（木）

９月１日
（火）
〜

10月 ８日（木）
・10月22日
（木）

10月１日
（木）
〜

11月12日（木）
・11月26日
（木）

11月２日
（月）
〜

９：00〜12：00

（各45分間 先着４名）

10：00〜12：00

（各30分間 先着３名）

９：30〜12：00

（各30分間 先着４名）

各開催日２日前までに
９月15日（火）
・10月20日
（火）
・11月17日
（火）電話554-3330にお問い合わせください

人権いろいろ相談

人権擁護委員 ９月 １日（火）
・10月 １日
（木）
・11月 ２日
（月）

定例行政相談

９月10日（木）
・ ９月23日
（水）
・10月12日
（月）
行政相談委員
10月20日（火）
・11月10日
（火）
・11月20日
（金）

10：00〜12：00
9：30〜11：30

予約不要

9：00〜12：00

★司法書士・税金・法律相談のご予約は、社会福祉協議会までお問い合わせください。
【お問い合わせ】電話：554-6105 【受付時間】
8時30分〜17時15分
★場所：総合福祉保健センター（なごやかセンター）栗東市安養寺190番地
司法書士相談では、成年後見、相続問題、遺言、不動産登記、その他名義変更などのご相談を受けております。
税金相談では、所得税、相続税、贈与税、経営、その他確定申告に関するご相談などを受けております。
行政書士相談（相続、遺言、農地転用等）は、各開催日２日前までに根来行政書士事務所
（電話：554-3330）
へお問い合わせください。
法律相談・司法書士相談では、継続利用および、同じ方の複数回のご利用はお断りします。

●インキ：環境配慮型インキ
（植物油インキ or ノンVOCインキ）
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷

社協
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