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大津市社協のホームページから
大津市社協の Facebook と
Twitter をご覧ください。

ボランティア活動等の
“安心”のために

ピックスト
▶ �改正・社会福祉法への対応
▶ �平成29年度大津市社協� �
重点事業

大津市社会福祉協議会とは
　大津市社会福祉協議会は、市民・当事者が主体の福祉
のまちづくりを進める民間団体です。
　一人ひとりの困りごとや、地域の困りごとに寄り添い
ながら、各種団体や企業、専門機関と連携し課題解決に
むけた個別支援や地域づくりを進めています。

ボランティア活動発表会の開催報告
◆ボランティア活動発表会を開催しました
　平成29年３月５日（日）に大津市ボランティアセンター
の登録グループによる「活動発表会」を、14のグループの
活動発表や展示により開催しました。
　今回は、ボランティア活動に関心のある方や、福祉施設
の職員にも見学していただけるよう案内したところ113名
もの参加を得ることができました。
　施設の方から「う
ちの施設にも来て欲
しい」と言っていた
だくなど、市内での
ボランティア活動を
知っていただくいい
機会になりました。

DVD
上映会

詳しくは、
または大津市社協・ボランティアセンターまで
☎525−9316

検索検索ふくしの保険

大津市社会福祉協議会は新たな一歩を踏み出しました
　本会は、4月から施行された改正・社会福祉法に対応するために、以下の
3つの項目について、新しく取り組みます。

ひまわり第150号 昭和59年7月1日に� �
第１号を発行しています

運営組織の強化を図りました
理事…21名を15名に移行　評議員…43名を18名に移行
新たに常任理事会の導入

公益的な取り組みを充実させます
大津市社協として成年後見制度を担う、お一人様高齢者の困りごと調査・検討事業、
地域貢献を目的とした施設連絡会設置に向けた取り組み

ファミリーサポート
センターってなーに？

平成13年7月に誕生した大津市ファミリーサポートセン
ター。今回、下記の日程で『地域でささえる子育て』の
上映会とあわせてファミリーサポートセンターについて
の説明会を開催します。
ご希望の方は説明会の後、入会登録も受け付けます。

月日 曜日 時　間 場　所
5/23 火 10時～11時

いずれも
ふれあいプラザ
５階中会議室

7/19 水 14時～15時
9/26 火 10時～11時
11/17 金 14時～15時
1/17 水 10時～11時

★入場料：無料　★申し込み　随時・当日可
問 大津市ファミリーサポートセンター　☎511−3150

賛助会費のお願い

◆ボランティア活動保険
ボランティア活動中の事故によるケガや賠償
責任に対応する保険です。
（保険料が変わっていますのでご注意ください。）

◆ボランティア行事用保険
地域福祉活動やボランティア活動の一環とし
て行う各種行事における事故に対応（ケガや
賠償責任の補償）します。

◆福祉サービス総合補償
在宅福祉・地域福祉サー
ビスにおけるさまざまな
事故に対応（ケガや賠償
責任の補償）します。

大津市社協では、地域福祉活動や、生活相
談等の活動を支えていただくために年間を
通じて賛助会員の募集をしております。

賛助会員（１口）

■一般賛助会費
　個人：2,000円　団体：3,000円
　法人：5,000円

■特別賛助会費（個人・団体・法人）
　　　　10,000円
市社協の事務所で納入していただくほか、
郵便局でお振込みいただけます。振込用紙
をお送りしますので、市社協にご連絡くだ
さい。

地域福祉活動計画
ワーキンググループグループ紹介の様子▶

平成29年4月15日
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。

150150NO.NO.
NO.NO.150150

～第５次大津市社協地域福祉活動計画が完成～

基本理念　『一人ひとりを認めあい、支えあう、おおらかなまち“大津”』
　基本目標１　多様なネットワークの力で市民のニーズを広く受けとめ解決する体制づくり
　基本目標２　一人ひとりが生きる力を高めあい支えあえる地域コミュニティづくり
　基本目標３　新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり
＊詳細は、５月以降に大津市ホームページよりダウンロードできます。

大津市の地域福祉を進める５年計画として作成！

大津市の地域福祉計
画と

一体的に作成�
�

−１冊にまとめました−

ポイント

１
大津市の地域福祉計

画と

同じ理念や目標、方
向性�

− 大津市と大津市社協の 

役割は分担します−

ポイント

2 地域のみなさんの声
や� �

高校生、大学生の声
を反映

−地域福祉はみなさんが主役です−

ポイント

3

組織構成会員制度を導入しました
学区社協の位置づけの明確化、福祉関連団体の会員加入１

2

3



※�当日は第３３回ふれあいフォトコンクール��
の詳細もお伝えします。

子どもの居場所づくりの
ための募金箱設置のご協力
ありがとうございました

平成29年2月28日現在　計81店舗
� （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
バロー真野店
フレスコ向陽店
株式会社ハートフレンド
フレスコみどり店
ロレア
TIARA
スパリゾート雄琴
あがりゃんせ
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
本家�鶴喜そば
喫茶�ライフ
豊月
まごころ薬局
中村歯科医院
みち理容
株式会社あたか
cut�gallery�ca・et・la
（サエラ）
株式会社京阪神ツーリスト
sol�I'm�大津京
株式会社小川酒店
きさらぎ
ポッポ
こんがり亭

大津市子育て総合支援センター
ゆめっこ
大津市市民活動センター
喫茶�ひろ
あんふぁんカフェ
うさぎ調剤薬局�浜大津店
長等商店街振興組合
ニューヤマザキディリーストアー
大津市役所店
まちなか交流館
ゆうゆうかん
新極真会�滋賀中央支部
ふれあいプラザ
OKAKI�ビエラ大津店
THE�CALENDAR
利やん
養老乃瀧�大津店
もてなし家�とっくり
酒房　えんや
そば處�やま喜
みっきーのsmile�island
ちっち＆みっきーの
おいしい料理屋さん
大津市シルバー人材センター
光風堂
パッケージプラザスギエ
味ごよみ�柳生
琵琶湖汽船株式会社
大津港売店
百ちゃん
株式会社百町物語
京町食堂
琵琶湖汽船株式会社

くし屋敷
琵琶湖庄や浜大津店
株式会社キンキホーム
膳所駅前店
ローソン国道膳所店
ファミリーマート
大津膳所駅前店
大津中央ロータリークラブ
バロー大津店
有限会社唐橋焼窯元
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
呑み処�美ゆき
家庭料理�おか田
石山商店街振興組合
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
セブンイレブン瀬田駅前店
ファッションハウス�コンセ
セブンイレブン�大津神領店
ぼうしや
ファミリーマート
大津月輪三丁目店
Taba

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

●秘密厳守・無料●

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。

総合ふれあい相談

ありがとうございました（敬称略・単位：円）
（平成28年12月1日～平成29年2月28日）

善
意
銀
行

12月�9�日 22,080� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
12月14日 100,000� 上田　利明
12月14日 50,000� 井上　正一
12月19日 10,000� 和邇地区民生委員児童委員協議会
12月20日 41,700� （一財）大津市勤労者互助会
12月21日 3,000� シンシア関西地区センター
12月22日 5,000� 井沢　康平
12月22日 30,000 西原　たき子
12月26日 9,000� 藤尾学区社会福祉協議会
12月26日 20,000� 唐崎学区社会福祉協議会
12月28日 82,690 ㈱ケイテック
1�月10日 10,800� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
1�月12日 68,151� ㈱笹川組
2�月10日 16,300� 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津
2�月20日 3,000� 水谷安吉

歳
末
募
金

12月�1�日 250,000 匿名
12月�1�日 100,000 膳所公園石鹿地蔵
12月�8�日 41,069 JAレーク大津　女性部
12月12日 38,595 滋賀県スポーツ拳法連盟
12月15日 1,000 細川　嘉民
12月21日 126,641 園城寺
1�月�6�日 8,750 そごう・西武大津労働組合　大津支部

物
品
寄
付

12月15日 新品下着ほか 大津ゾンタクラブ

12月15日 クリスマスクッキー��200袋 （社福）�共生シンフォニー� �
がんばカンパニー

に大津市社協も参加します!!

新しい参加とつながりを生み出すしくみづくり

おおつ災害ボランティアネットワークの
設置と運営

法人後見事業の充実

ずっと安心して暮らせる、
新たなしくみづくり

７ブロックに� �
生活支援コーディネーターを配置

社会福祉施設連絡会を設立

社会福祉施設連絡会設立総会を開催

平成２９年度大津市社会福祉協議会の重点事業

　ボランティア活動を地域福祉
活動の第一歩と位置づけし、広
くボランティアに関心のある方
や個人の楽しみをまちづくりに
つなげる取り組みを展開します。

　高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けるためには、介護保険などの制度だけでは
なく、地域での助け合い活動が不可欠です。
　介護保険制度の改正によって、従来のサービス
に加えて、助け合いのある地域づくりを充実させ
るために、７つの保健福祉ブロックごとに生活支
援コーディネーターが配置されます。

子育て応援で
地域のつながりを！
大津市ファミリーサポート
センターは、地域のみなさ
まと一緒に、子育てを応援
します。

　大津市社協は、地域福祉を推進する中核的な団
体として、地域福祉に関わる各種施設との連携を
より深めていくために、施設連絡会を設立します。
大津市内における社
会福祉施設が分野を
越えて相互に協働し、
地域課題の解決に向
けた取り組みを行っ
ていきます。

平成29年4月18日（火）14時から
　明日都浜大津において設立総会を開催します。
　当日は市内の社会福祉施設から多くの方に参加
をしていただく予定です。また、「社会福祉法の改
正と施設の役割について」と題した研修会も行い
ます。

　平成12年から取り組んでいる地域福祉
権利擁護事業での専門性を活かし、法人
後見事業に取り組みます。

　大津市社協では、相談員が電話や面談でお困りごとを
お聴きしています。また社協以外市内７ヶ所でふれあい相
談所を開設し、平成27年度は延べ2,536件の相談がありま
した。近隣トラブルや家族問題、債務など多岐にわたる
相談があり、内容によっては、弁護士や司法� �
書士等の専門機関につないでいます。
　相談員は秘密厳守でお聴きして
おりますので、一人で悩まず、
まずはお気軽にご相談下さい。

　身近に頼れる家族がいない一人暮らし
の高齢者を対象に、今ある福祉サービス
や制度では解決出来ない不安や困りごと
を明確にして、
新たな仕組み
を考えます。

　災害時の被災者支援活動を円滑
に進めるため、平常時から各種団
体や企業との連携を強化します。
災害時に災害ボランティアセン
ターの機能が速やかに発揮できる
よう取り組みます。

ふれあい、助け合い、やりがい、生きがい
等のあるまちづくりを目指して！

未来を担う子どもたち  地域みんなで  そだて愛

「助けてね」と言える  子育て地域のあたたかさ

ファミサポで　人の輪づくり　地域づくり

賛助会員（Ｈ28.9.1～Ｈ29.2.28） 179件 812,000円

鵜飼　康夫
今　きよ美
松本　由起子
吉田　荘冶
光吉　平
村西　加寿美
上田　和己
中村　千代子
鈴木　邦子

髙島　三男
田井　敦子
神田　和昌
岡野　久美子
北村　敦
池田　光雄
今居　勲
島田　佑子
西福寺　黒川　英正

田中　豊治
小倉　勝世
長岡産業㈱
定行　伊佐子
中村　敏子
前田　顕孝
シンシア関西地区センター
野本　千明

賛助会費にご協力
ありがとうございました

（順不同、敬称略、氏名掲載に同意され、
平成28年9月1日～平成29年2月28日までにご入金いただいた方）

心配ごと、お悩みは「総合ふれあい相談」へ！

⃝日時　平成29年５月21日（日）
⃝場所　皇子が丘公園グラウンド
⃝内容　 オリジナル  

フォトフレーム作り
⃝費用　無　料

第３４回大津っ子まつり

オリジナルフォトフレームを
みんなでつくろう！！


