
令和の世、今年度も瀬田南社会福祉協議会の催しがいろいろ開催されました。
誰もが笑顔で心のつながりを感じられる、
そのような豊かな瀬田南地域でありたい。

事業名
4月16日 （火） 10月15日（火）
4月17日 （水） 10月16日（水）
5月14日 （火） 11月19日（火）
5月15日 （水） 11月20日（水）
6月18日 （火） 12月17日（火）
7月16日 （火） 12月18日（水）
8月20日 （火） 1月14日（火）
9月10日 （火） 1月15日（水）

2月18日（火）
2月19日（水）
3月10日（火）

4月1日 （月） 10月7日（月）
5月6日 （月） 12月2日（月）
6月3日 （月） 1月6日（月）
7月1日 （月） 2月3日（月）
8月5日 （月） 3月2日（月）
9月2日 （月）
4月18日 （木） 10月3日（木）
5月16日 （木） 10月17日（木）
6月6日 （木） 11月7日（木）
6月20日 （木） 11月21日（木）
7月4日 （木） 12月5日（木）
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9月5日 （木） 12月22日（日）
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9月7日 （土） 12月7日（土）

12月14日（土）
12月21日（土）
1月18日（土）
2月1日（土）
2月22日（土）
3月7日（土）
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＜瀬田南社協令和元年度　事業カレンダー＞

ドラゴンキッズ
＋

ドッジボール大会
クリスマス会

ふれあい給食
＋

ふれあい会食会

ふれあいサロン

上半期実施日 下半期実施日

寺子屋事業連携
＋

他事業連携

手話教室

工作教室
ボート教室
収穫祭
書初め教室

寺子屋事業連携
＋

子どもカフェ
＋

もちつき会

９月１０日（火）瀬田南公民館で、ふれあい会食会。
参加の皆さんに紹介されて、
照れている会食会スタッフの面々。

１２月２日（月）参加３９名、
ふれあいサロン、今月は
干支のちぎり絵の制作。

瀬田南学区社協は　住民の方々、自治会福祉委員、
民生委員児童委員、瀬田南老人クラブ、青少年育成
学区民会議、大津市赤十字奉仕団瀬田南分団、健
康推進協議会、更生保護女性会、人権生涯学習推
進協議会などの団体、アメンド、BRH=art、瀬田商工
会など各団体と「連携」しながら、地域に根差した福
祉の街づくり活動に取り組んでいます。「ふれあい」をテーマに、給食サービス、会食会、子
どもカフェ事業､ふれあいサロン､寺子屋支援、ドラゴンキッズ､男性料理教室、手話講座な
どを実施しています。

「連携をベース」に実施される催しの案内は公民館の
ロビーにあります。（問合先：事務局長　山本 環 090-1918-0857）
人は強くないと生きていけない。 人は人の優しさに
助けられて強くなれる。 人は優しくないと生きていく
資格は無い、そんな気持で地域福祉の連携をしたい。
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社会福祉協議会

１２月２５日（水）
小学生の冬休み寺子屋で
書初めに備えて書道教室

１１月２２日（金）　参加者５７名、神領グラウンドで
高齢者向けのグラウンドゴルフ大会が開催されました。

１２月１４日（土）瀬田南公民館で
子ども達とクリスマス会

７月６日（土）瀬田南小学校の
体育館でドッジボール大会

１２月２２日（日）
子ども餅つき大会

９月１９日（木）瀬田南公民館で
旬の食材を楽しく、男性料理教室

７月３０日（火）夏休み工作教室で
子ども達に楽しい時間を提供 ８月１日（木）瀬田川でボート体験

１２月１４日（土）　瀬田工業高校の
学生さんが発明した焼芋機を使い、
子ども達が自ら収穫した芋で収穫祭



赤い羽根共同募金は昭和２２年に「国民助け合い運動」として始
まり、現在まで多くの方に支えられ７３年目を迎えました。時代の流
れと共に、社会経済状況や、人々の生活意識が変化していく中、
共同募金は地域社会の福祉を推進するために「たすけあい」、
「おもいやり」の心を大切にしながら運動が行われてきました。
大津市共同募金も、「誰もが住み慣れた地域で安心して生活で
きるまちに」との元、「地域で助けを必要としている方のために」
住民相互による助け合い活動の普及に努めてきました。昨年度
は大津市全域で４千万円近くの寄附をいただき、その内８８％が
地元に還元され、高齢者に対する支援、ふれあい給食事業、ふれ
あいサロン事業等さまざまな福祉事業に活用されています。
１２％は災害等に対する準備金や県内の広域的な福祉課題の
解決に活用されています。１０月１日（火）に瀬田南社協のスタッ
フはフレンドマート、フレスコの店先で地域の皆さんに街頭募金
の協力をお願いしました。

瀬田南の地域連携福祉は地域の皆さんに支えられています。
赤い羽根共同募金でも、皆様から、戸別募金、一般募金、大口募金などでご協力を戴きました。
瀬田南学区文化祭の福祉バザーでも地域の皆様のご支援を頂戴しました。

「大津市社会福祉協議会」は
みんなが安心して暮らせる福祉の街づくりをめざす団体です。
瀬田南社協をはじめとして、３６の学区社協は大津市社協と連携し、
「福祉の街づくり」を推進しています。　　　　 　https://www.otsu-shakyo.or.jp/

「住み慣れた地域や家庭で、安心して暮らしたい」 これは誰もが願っていることです。 しかし、地域に
は一人では解決できない問題を抱え、支援を必要とする方も生活しておられます。すべての人が「お
おつ」に住んでよかったと思えるように、地域の住民、地域のボランティア、福祉や保健などの関係機
関と連携をとりながら、福祉のまちづくりに取り組んでいます。大津市社協は、社会福祉法第109条にも
とづき、昭和２７年２月に任意団体として設立し、昭和４１年６月３０日に社会福祉法人として許可されま
した。

お困りのことがあれば、どのようなことでも相談ダイヤルください。
［相談ダイヤル］０７７－５２５－５２５０　（月～金　９時～１７時）
また、面談してご相談して戴ける [ふれあい相談所] もご利用してください。
皆様から、直接、民生委員児童委員、社会福祉協議会の専門員がお聞きします。
内容によっては社協顧問弁護士の専門職にお繋ぎし、一緒に問題を考えます。
 場所　　アルプラザ瀬田４階キラキラ広場内
　 開催　　第２、第４火曜日　午後１時３０分～午後３時３０分

１１月２日～４日には、「出逢い、ご縁が大切。この町
SETA373（瀬田南）から発信」をテーマに第２９回瀬
田南学区文化祭が開催され、公民館利用団体の作
品展示、活動紹介がありました。
１１月４日（月）には健康推進協議会のお餅つき、ボー
イスカウトのツイストパン作り、体育協会の豚汁、青少
年育成学区民会議のバルーンアート、こども安全リー
ダーのジュニアポリス等の催しが実施されました。大
津警察署からパトカーやけいたくんが参加してくれて、
子ども達も大喜び。
なお、協力してくれたけいたくんは現在、NHKのスカー

レットで話題の信楽焼の狸をモチーフに平成１０年に誕生した滋賀県警のマスコットです。警察の「けい」と
狸の「た」、頼もしいの「た」から「けいたくん」と命名されました。瀬田南社会福祉協
議会は綿菓子屋を開店、１５０本余りを提供させていただきました。眼鏡をかけたスタッ
フはメガネが砂糖だらけ！また、例年どおり、民生委員児童委員の方達と福祉バザー
を開催しました。地域の皆様から商品を供給して戴き、地域の皆様に購入して戴き
ました。売上収益金は子どもカフェ等瀬田南学区の地域福祉の為に活用されます。

１０月１日（火）、赤い羽根街頭
募金活動で、地域の皆様に協力
をお願いをしているスタッフ

１１月４日（月）　瀬田南文化祭で福祉
バザーを開催、多くの方から寄贈して
戴いた商品を陳列しているスタッフ

滋賀県警のマスコット
けいたくん

赤い羽根共同募金では
皆様から大口の募金を
頂戴しました。

ちかむね動物病院
（株）エスアイシステム
（医）八木歯科
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（医）加藤内科胃腸科
セブンイレブン神領店
奥村管工（株）
（有）大家
近持信男
（株）寺新鶏肉店
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