
第１８０号                           平成３０年９月 

 

発行 日吉台学区社会福祉協議会 

ホームページ http://www.geocities.jp/hiyoshidainohukushi 

 

 

 

『日吉台福祉まつり』は、自治連合会との共催により、地域諸団体のご協力を得て、 

７５歳以上の方（７６９名）を対象とした「敬老のつどい」を中心に、ふれあいサロンや喫茶コーナー、

模擬店などを開催します。  日吉台にお住まいの様々な世代の方にもお集まりいただき、楽しいひと

時を過していただけるよう、下記内容の催しを企画しました。 

どうぞ皆様お誘い合わせの上、多数のご来場をお待ちいたしております。  

 

◆ 敬老のつどい 

式 典 ≪１１:００～１１:３０(受付１０:３０～) 大会議室 ≫ 

☆ 満７５歳以上の方の長寿をお祝いする式典です。 

昼食会 ≪１１:３０～１２:００ 大会議室 ≫ 

☆ 敬老のつどいに出席した方々の食事会です。 

 

◆ ふれあいサロン  12:50～14:00 ≪大会議室 ≫ 一般参加の皆様も入場できます 

アトラクション ☆ 歌  坂本・日吉台幼稚園児 

☆ 民謡 日本民謡山野会 

各地で歌い継がれた民謡を楽しみ下さい。 

喫茶コーナー（コーヒー、ジュース） 

◆ おたのしみ広場 （ゲーム参加費は無料）11:00～14:00 ≪駐車場・第 2 会議室 ≫ 

   ★ 大抽せん会             ★ 子どもたちのゲーム 

      景品はお楽しみ券            ・ストライクアウト 

      当日の模擬店で使えます。        ・ミニボーリング 

★ 駄菓子屋さん              ・射的 景品は駄菓子 
      子どもたちのお店です。            

★ 模擬店・出店  

     ・焼きそば 250 円・カレー250 円・たこ焼き 100 円 

     ・フランクフルト 150 円・から揚げ 150 円・クッキー 

◆ 福祉バザー  第 1 会議室 一般の方 13:00～14:00 

一家族 3 点までとさせていただき、安全面を考慮し 

入場を制限する場合がございます事ご理解下さい 

◆ 健康相談  第 1 会議室 11:30～14:00 

  すこやか相談所保健師による血圧測定・健康相談等お気軽にお受け下さい 

 

   ～ 敬老のつどい・ふれあいサロン・おたのしみ広場 ～ を開催します。 

本紙は、皆様の自治会費の一部により発行させていただき、学区内全戸に配布させていただいておりま

す。 

【日吉台の福祉】で 
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聞いて安心！ 知って役立つ！ やさしい相続セミナーです。 

「相続と終活」について、今できることを学びます。 

是非ご参加ください！！ 

    日・時： 平成 30 年 10 月 12 日（金）午後 2 時～3 時 30 分 

    場 所： 日吉台市民センター大会議室 

    テーマ： 「相続と終活」 

    講 師： 一般社団法人公益相続支援センター京滋支部 

    主 催； 日吉台学区社会福祉協議会 

 

 

日吉台の皆様に当学区社協の｢福祉事業賛助金｣へのご協力をお願いしましたところ、 

多数の方々から快くご寄付を賜り厚くお礼を申し上げます。 

お陰をもちまして、本年８月２０日現在 ２０５名の方々のご協力で 合計３０７口 

（３０万７千円）のご厚志をいただきました。 

この皆様の善意は明るく住みよい「福祉のまちづくり」の資金として「福祉まつり」、 

「ふれあいサロン日吉台」、「支え合い事業」及び「子ども支援事業」等の様々な事業 

に有効に活用させていただきます。 

ご協力いただきました方々には誠に失礼ながら、お名前の掲載をもってお礼とさせて 

いただきます。 

当学区社協では今後も「ふれあいのまち日吉台」をめざし、地域福祉活動に全力を 

尽くして参りますので、お一人でも多く本賛助金制度の趣旨にご賛同いただき、ご協力 

いただきますようお願い申し上げます。 

なお賛助金は今後も随時受付をさせていただきます。 

賛助金のお申出は社協役員又は民生委員児童委員までご連絡下さい。 

 

 

「日吉台一丁目」 

西  摂子  小中美智子  六浦 君子  高村ひろ子  萩永 佳子 

上川 恵子  上川  健  栁  國子  神谷公一郎  神谷 艶子 

生田 正次  小川  椰  中川 隆司  中川せつ子  東出 恵子 

佐々木貴美子 呉屋 之保  呉屋冨美子  早川 保夫  早川 淑子 

北村  稔  北村千代子  森下 妙子  浅野  薫  浅野 弘子 

大野 美代  藤田 昌史  藤田 美子  山本ひで子  北岸 弘子   

日野 倫将  𡈽岡 正行  山田 浩司  栗木 是東  井口 照男 

森田  修  森田やよい  加藤 速雄  村田 俊武  村田 信子   

梅田 昌子  西田 和子  堀田 省三  笠井 恵子  山田 淑子 

福祉事業賛助金の募集にご協力いただいた方々「順不同・敬称略」 

『福祉事業賛助金』へのご協力ありがとうございました 

 

３０年度 福祉まちづくり講座のご案内 



森永 敏子  藤田 保男  正橋  澪  岡崎 一郎  岡崎 俊子 

遠藤  茂  上野 親義  上野加津恵  森島 清美  野口  實 

成戸 謙吉 

「日吉台二丁目」 

奥野 洋子  野村哲二郎  原田 和彦  稲本 鏡子  北浦 正樹 

大上 裕司  大上 美紀  西田 房子  岩崎 邦男  岩崎 弘子   

水口 一夫  藤城ツユコ  藤田 嶺子  高橋百千代  大原 政子 

岡村美知子  新司 一允  坂堂 英子  菅沼 光子  榎 伊都二 

土屋 典文  土屋 和子  角田  豊  石橋 廣一  原口 頌子  

石島 邦男  石島 芳子  野本 達雄  岡本 洋子  岡本 慧子 

高橋 順治  高橋 弘美  竹内  弘  竹内タケ子  飯島 繁美 

向山 秋雄  向山ヱイ子  音野美保子  村上 昌一  村上 宏子 

秋田 敬子  竹内  勝  柳瀬 伸之  高垣 金吾  匿名 

匿名     匿名 

「日吉台三丁目」 

林  泰助  林  一枝  小島 雄一  小島 明美  岡田 倫子 

西山 勝治  佐藤信治郎  岡井信太郎  岡井眞知子  浜崎  博 

槙殿 紀子  日永田伸子  清水口 稔  清水口洋子  衛藤 彰男 

奥山 重樹  奥山 道子  川崎 隆夫  豊田 順一  青木 育子 

片岡マユミ  泉尾健太郎  泉尾喜美子  平子 和義  牧  貴士 

左近 邦二  川越 久聖  川越 節子  田中 龍男  山口 静彦 

川邉 泰子  紺谷 健治  小井 清光  大角 次夫  石岡 一葉 

住友 節子  玉井 義信  後藤多智代  松田 孝子  若林 重興 

上嶋 徳久  廣田 光俊  西村キミ子  尾藤 早子  森  捨信 

津田 孝夫  津田水莎子  住岡 英毅  今村 すみ   

「日吉台四丁目」 

濱田  滋  大石 憲次  上田 靱子  竹村 幸子  峰   功 

梅田 邦夫  吉川愼一郎  井上てる子  寺脇千代子  渡邊 君子   

石津 正明  石津 栄子  田中 政博  田中 艶子  大岸 光男 

辻  英子  池田  進  池田 妙子  木原 武雄  手塚 泰彦 

杉野ヒサ子  浅山 鞠子  中川 静江  秋本 重夫  岩上 國夫 

前嶋 光一  青木 清子  藤原 昭三  藤原うめの  森  育寿 

高石 正明  中村 益子  山本 康子  松宮 幸雄  塚本三千代 

西村 精一  藤本 逸郎  藤本 光子  山本 義明  山本早智子 

西條 正康  西條 幸子  海東 恒夫  三上 キエ  吉田恵美子 

荒井 義一  山口 文夫  長川 哲也  長川 洋子  匿名 

「その他」 

川上 健司(元センター長)  ぬ く と ば    吟 友 会 

なお、８月２０日以降に納付いただいた方のお名前は、次号の「日吉台の福祉」 

に掲載させていただきます。 



 

 

  残暑お見舞い申し上げます。 

  引き続き熱中症に気をつけてください。 

 今回は、迷惑な訪問販売や電話勧誘による悪質商法及び、 

 ネット・携帯電話トラブル 等の相談窓口のご案内です。 

迷惑な訪問販売に注意しましょう！ 

 

 

 

  ◎ 訪問販売や電話勧誘等でお悩みの方は、ひとりで悩まずすぐご相談ください！ 

「どうしょう？」｢こまった｣と思ったらすぐに相談しましょう 

☆ 消費者トラブル全般に関する相談窓口 

   消費者ホットライン 電話 局番なしで １８８ (イヤヤ) 

    お住まいの近くにある消費生活センターなどの相談窓口につながります。 

        大津市消費生活センター  電話 077-528-2662 

    又は   平日 9:00～17:00 (土日祝日、年末年始は休み) 

        滋賀県消費生活センター 電話 0749-23-0999 

        平日,土,日 9:15～16:00 (祝日、年末年始は休み) 

☆ 詐欺や悪質商法などの犯罪被害に関する相談窓口 

    警察総合相談           電話 ＃９１１０ 

          ※ ダイヤル回線及び一部の IP 電話では使えません。 

☆ 電話・メール・インターネットなど電気通信サービスに関する相談窓口 

    総務省電気通信消費者相談センター 電話 ０３－５２５３－５９００ 

                受付時間 9:30～12:00、13:00～17:00 

☆ メールなどのトラブルに関する相談窓口 

    迷惑メール相談センター 

    <日本データ通信協会>       電話 ０３－５９７４－００６８ 

                受付時間 平日 10:00～17:00 

☆ コンピューターウイルス、不正アクセスなどに関する相談窓口 

   「コンピュータウイルス 110 番」 

   「情報セキュリティ安心相談窓口」 

  <情報処理推進機構セキュリティセンター> 電話 ０３－５９７８－７５０９ 

                受付時間 平日 10:00～12:00、13:30～17:00 

《大津市消費生活センター パンフレットより》 

・簡単にドアを開けない！ 

・必要のないものはきっぱり 

断わる「いりません」 

 



 


