
ピックスト
▶�生活支援�…�地域のお宝�見つけた
▶�自立支援�…�就労準備支援事業

社会福祉法人の
つどいの様子
（9月30日）

社会福祉施設との連携に向けて
　福祉サービスを実施している、高齢・保育・障がい等の社会
福祉施設を対象に「地域を良くする取組み」をテーマにした、社会
福祉法人のつどいを開催しました。
　施設同士の連携に向け、施設のみなさまからも、大津らしい
地域福祉活動の形ができるのではないかと期待する声が上がっ
ています。

～ご存知ですか？あなたの街の民生委員児童委員～
　平成28年12月１日付けで民生委員児童委員が改選
され、大津市で654名の方が委嘱を受けられました。
　民生委員児童委員はそれぞれに担当地域を持ってお
り、地域のより身近な相談役として活躍しています。

ほっこり笑顔で
温まるこころ

広がるふれあいの輪

第32回
ふれあいフォトコンクール
子育て部門入賞作品

｢うんとこしょ！
どっこいしょ！」

｢いっしょにあそぼっ、ジージ」

｢夕映え ～夏の想い出～」

｢上手に採れたね」

｢楽しいね」

平成29年2月1日
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社会福祉法人 大津市浜大津四丁目1－1 明日都浜大津5階

「ひまわり」は赤い羽根共同募金の助成金を活用し発行しています。



待っていて
くれる人を
想いながら
調理に励み
ます。

地域に居場所がある安心感

手から手へ、手作りのお弁当をお届けしま
す。

長きにわたり要介護者と家族を支え続ける

インフォメーション

http://www.kaigokensaku.jp/

場�所 日�程 時�間
大津市社会福祉協議会

☎525-5250
月〜金

（祝日を除く） 9：00〜17：00

場�所 日�程
（祝日・年末年始除く） 時�間

和邇公民館 第1・3水曜日

13：30〜15：30
予約不要

アルプラザ堅田3F 第1・3火曜日
坂本市民センター 第1・3水曜日
逢坂市民センター 第2・4水曜日
晴嵐市民センター 第1・3金曜日
南郷市民センター 第1・3月曜日
アルプラザ瀬田4F
（きらきら広場内） 第2・4火曜日

日頃の心配ごとをお聴きします。どんなことでもお気軽にご相談ください。

●秘密厳守・無料●

総合ふれあい相談

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）が

地域のお宝見つけました！

　地域の高齢者の生活を支える活動「厚生労働省の情報
公表システム」を活用し発信しています。
　すでに掲載している活動がございますので、是非ご覧

ください。
　また、掲載のご
希望や推薦があれ
ば情報をお寄せく
ださい。

　活動の聞き取り
の際には、温かく
迎えていただき、
大変ありがとうご
ざいました。

　生活支援コーディネーターは、高齢になっても孤立することなく暮らすことができる地域や、高齢に
なっても活躍できる場がある地域、そんな地域づくりのお手伝いをする役割を担っています。今回は�
大津市内の地域の皆さまによる人と人とがつながる場を紹介します。

ふれあいサロン

ふれあい給食

ありがとう

大津市介護家族・
要介護者を支える会



地域デビュー
しませんか。
〜地域に居場所を、活躍
　の場を探しましょう〜

　｢ファミサポの活動｣は子育ての援助をしてほしい
方と援助ができる方の相互援助活動です。
　『たすけて！』と言える関係を、皆さんの地域で作っ
ていきましょう。� ～大津市ファミリーサポートセンター

☆おねがい（依頼）会員さんの声☆
⃝�自分（母）の体調が悪い時に、幼
稚園の迎えを複数の援助（まか
せて）会員さんに行っていただく
ことができ、とても助かった。�
近くの方に頼れて心強く思った。
⃝�いつも我が子をみてくれてい
た祖母が入院し、急きょファミ
サポを利用した。3ヶ月ほど
だったが、困った時に助けても
らうことができ、よかった。

募金箱設置のご協力
ありがとうございました

平成28年10月1日から12月31日に実施した、赤い羽根共同募金
運動において、募金箱設置のご協力をくださった皆様（敬称略・順不同）
ラ・サンテ
旬食 べに屋
大津赤十字志賀病院
佐野歯科クリニック
DRUGユタカ 真野店
TIARA
株式会社西洋軒 本店
株式会社西洋軒 アルセ店
株式会社西洋軒 コープぜぜ店
豊月
ハッピーテラダ 大津唐崎店
喫茶 ライフ
パン工房 ラパン
中村歯科医院
まごころ薬局
大津市市民活動センター
うさぎ調剤薬局 浜大津店
あんふぁんカフェ
喫茶 ひろ
ポッポ
きさらぎ
こんがり亭
ニューヤマザキディリ—ストアー
大津市役所店
長等商店街振興組合
スパリゾート雄琴 あがりゃんせ
OKAKI ビエラ大津店
THE CALENDAR

cut�gallery��ca・et・la（サエラ）
株式会社小川酒店
そば處 やま喜
sol�I'm�大津京
京阪津ツーリスト
利やん
新極真会 滋賀中央支部
酒房 えんや
ファミリーマート大津朝日が丘店
養老乃瀧 大津店
もてなし家 とっくり
百ちゃん 株式会社百町物語
株式会社あたか
大津市子育て総合支援センター
ゆめっこ
大津市シルバー人材センター
くし屋敷
光風堂
味ごよみ 柳生
琵琶湖庄や 浜大津店
琵琶湖汽船株式会社 
大津港売店
大津中央ロータリークラブ
株式会社キンキホーム
膳所駅前店
アートギャラリー彩乃和
バロー 真野店
バロー 大津店
琵琶湖汽船株式会社

ローソン 国道膳所店
ファミリーマート
大津膳所駅前店
滋賀ダイハツ販売株式会社
フレンドシップ 大津店
有限会社亀屋廣房
だしまきの稲家
石山商店街振興組合
有限会社唐橋焼窯元
珈琲ハウス みっけ
呑み処 美ゆき
おか田
株式会社中山スポーツ
京阪カントリー株式会社
株式会社 叶匠寿庵 
寿長生の郷
ファミリーマート 大石はっとり店
大津市スポーツハウス 
リバーヒル大石
ビューティーサロン くるみ
喫茶 デレナティ
ガストロノーム
フルレットドゥース
セブンイレブン 瀬田駅前店
ファミリーマート 大津月輪三丁目店
ファミリーマート 龍谷大学店
フレスコ 向陽店
フレスコ みどり店
パッケージプラザ スギエ

赤い羽根共同募金

ありがとうございました
（敬称略・単位：円）（平成28年9月1日〜平成28年11月30日）

善
意
銀
行

�9�月�9�日 317,000� ㈱ケイテック
�9�月�9�日 13,000� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
9�月16日 24,639� よもやま話を語る会
10月�7�日 49,299� 日吉台学区社会福祉協議会
10月12日 8,420� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
10月14日 100,000� ＮＰＯ法人　夢・同人
10月31日 20,000� 浄土宗滋賀教区寺庭婦人会
11月�4�日 10,000 前田　耕八郎
11月�9�日 20,000� フェリーチェチャリティコンサート事務局
11月10日 13,700� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
11月14日 36,000� 藤尾学区社会福祉協議会
11月16日 10,000� 匿名
11月22日 13,001� 逢坂地区民生委員児童委員協議会

物
品
寄
付

9�月�6�日 車いす 岡本　正平
9�月13日 車いす 八木　昭

11月21日 バスタオル、タオル
212枚

UAゼンセン滋賀県支部ヤング
リーブス滋賀県支部委員会

11月28日 マフラー、帽子 逢坂ニットサークル

地域活動のすすめ
その１．�地域活動に参加して健康寿命を� �

伸ばしましょう！
　社会参加の割合が高い地域では、転倒・認知症・うつの
リスクが低く、交流が頻繁な人は交流の少ない人に比べ死
亡率が低いというデータがあります。
　 「地域のみんなと介護予防！」
その２．�趣味や特技を活かしましょう！
　趣味や特技を披露できる場として、地域のボランティア
活動へ参加してみませんか。活躍の場を広げましょう。
　 「やりがい」「いきがい」を再発見！
その３．地域とつながり孤立を防ぎましょう！
　地域活動へ参加し、地域の人と交流を持ち、孤立を防ぎま
しょう。
　 「“見守り、見守る”お互いさまの関係づくり！」

子育てにやさしい街、大津をめざして

〈問い合わせ〉
☎� 511−3150
FAX�511−3450

ボランティア功労金を寄贈
　12月14日上田利明氏より、今年度の「びわ湖
ほのぼの大賞」環境保全部門で受賞された功労金
（10万円）を大津市社協へ寄贈いただきました。
　上田利明氏は、平成８年から現在までの20年間
にわたり、出勤前の１時間を利用して琵琶湖岸の
清掃活動を年間約330日続けておられます。
　継続的なボランティア活動による浄財を、地域
福祉の推進のために活用させていただきます。

ご寄贈いただいた上田利明氏（左）



社会福祉法人 大津市社会福祉協議会
〒520-0047　大津市浜大津四丁目1-1　明日都浜大津5階

で ん わ  （077）525-9316（代表）
ファックス  （077）521-0207
E‒mail  info@otsu-shakyo.or.jp 国道 161号線

至石山

大津市社協
（明日都5階）
立体駐車場

至堅田

N

至京都

図書館
至坂本

大津港 琵琶湖競艇場

浜大津
バスターミナル

京阪浜大津駅
必ず右折のこと

http://otsu-shakyo.or.jp

平成２９年度 ボランティア活動保険のご案内

ボランティアの交流会を開催します

就労体験の様子（竹の伐採・集積作業）

就労体験の受入れ先も大募集！お気軽に大津市社協にお問い合わせください。
就労体験を積み重ねることで就労意欲が芽生え、自信につながっています！

　ボランティア活動中の事故によるケガや損害賠償責任
を補償する『ボランティア活動保険』の平成29年度受付
を開始しました。※平成29年度より保険料が変更になります。
【平成29年度保険料】（平成29年4月1日〜平成30年3月31日まで有効）

Aタイプ Bタイプ
基本タイプ 350円 510円
天災タイプ 500円 710円

　大津市ボランティアセンターに登録されて
いるボランティアグループが一同に集まり、
日頃の活動を発表されます。
　ボランティアに興味
のある方や、何か
活動を始めたい
方はぜひお越し
ください。

日時：平成29年3月5日（日）14：00～16：00
場所：�明日都浜大津　� �

ふれあいプラザ４階ホール
どうぞご自由にお立ち寄りください。

ひとりで悩んでいませんか？
あなたの一歩をお手伝いします！

就労準備支援事業とは！？
　生活困窮者自立支援法に基づき、大津市より受託し実施しています。
　市内にお住まいの65歳未満の方で、生活リズムの乱れや体調に不安がある、コミュニケーションが苦手、就労経験が少な
い、仕事をしていない期間が長い、就労のイメージや就労意欲がわかないなどにより、直ちに就労が困難な方を対象にご本人
の状況に合ったプログラム（当事者サロン、勉強会、ボランティア活動、就労体験など）を作成し、寄り添いながら支援を行
います。また、就労体験では市内の福祉サービス事業所や一般企業、大学等にご協力をいただいて実施しています。

就労準備
支援事業

　就労体験の受入にあたり、当初は、体験者の方に、どのような
業務に従事いただき、どのような経験をしてもらえば、有意義な
ものになるかという不安がありました。体験が進むにつれ、体験
者の方の表情が日に日に変化していき、働くことの充実
感を覚えておられる姿を拝見した時、本当に来ていた
だいて良かったと心より感じました。
　また、受け入れをさせていただいたこの経験は、本
学の新入職員の現場教育などの参考にもなり、非常に
貴重なものとなりました。

受け入れ先の声

２週間という短い期間でしたが、受入
先の方も丁寧に教えてくださり、貴重
な体験ができて良かったです。

体験者の声

Facebook・TwitterともにＳＮＳはじめました！！
　3月から、FacebookとTwitterで大津市社協の事業
紹介やイベントのお知らせ等を行っています。
ぜひ、いいね！やフォローをお願いします。

検索検索大津市社会福祉協議会

成安造形大学
総務部門 髙野氏

NO,149149NO.


