
災害ボランティア養成講座
ダンボールベッドづくり

　自立支援グループで
は、生活に関するさまざ
まな悩みや困りごとで不
安を抱えている方の相
談をお聴きし、一人ひと
りにあった支援を一緒に
考えます。

◆お問合せ◆
自立支援グループ
☎077-526-5754

社会福祉法人 大津市浜大津4-1-1（明日都浜大津5階）
e-mail info@otsu-shakyo.or.jp

「ひまわり」の一部は、赤い羽根共同募金の助成金を活用し発行しています。

おおつ ひまりん

NO.158

令和元年11月15日社会福祉法人
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
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①「防災出前講座」引き受けます！

②災害時に備えた訓練を実施しました！

③災害ボランティア事前登録者募集中！

さまざまな生活再建のお手伝いをしています ！
こんなことでお困りではないですか？

大津市ファミリーサポートセンター 大津市社協本発行！！

いつ起こるかわからない

災害に備えて☆
　大津市災害ボランティアセンター（市社協
内）では「災害にも強いまちづくり」を目指し
た取り組みをすすめています。

【お問合せ】

地域・ボランティア支援グループ
☎︎ 077-526-5336

●離職に伴う各種手続き
のサポートをします

●ハローワークへ同行し
ます

●就労に向けての準備
のサポートをします

退職後、なかなか
再就職先が見つ
       からない

税金や光熱費の
支払いに困って
　    いる

子どもの進学に伴う
学費の準備が   
        心配

●収支の整理・見直しを
一緒に行います

●分割納付など支払い
方法の相談に市役所
の各窓口へ同行します

●奨学金に関する相談
を受け付けます

　（※要件・審査があります）

●貸付金返済などのサ
ポートを行います

　９月1５日（日）藤尾小学校で開催された大津市総合防災訓練
に参加しました。
　現地での「災害ボランティアセンター開設・運営」を想定し、地
域の学区社会福祉協議会、民生委員児童委員の方をはじめ、各
種団体のみなさんと協働で訓練を行いました。　
　今回の実践訓練をとおして得た課題や、参加された皆さんか
らの貴重なご意見を今後の活動に活かしてまいります。

　市内、県内で災害が発生した場
合に、ボランティア活動にご協力
いただける方の事前登録をすす
めています。

（現在　個人５５人、５団体２５６名の
計３１１名）
皆様のご登録をお待ちしています。

　「今できる防災対策は？」、「災害が
起こったらどうしたらいいの？」、「災
害ボランティアについて知りたい」な
ど、職員が地域へお伺いし最新の防
災情報をお伝えします。

条件　講座当日に市内在住・在勤または在学している１０
　　　人以上の方が参加できること
内容　防災・災害ボランティアに関すること
　　　(内容はご相談させていただきます)
費用　無料（内容によっては、材料費が必要な場合があります）

◆１２月１４日(土)　10:00～12:00　
◆ふれあいプラザ 4F ホール

「おひさま楽団」 がやってくる‼
わくわくドキドキのコンサート♬

　楽しく歌ったり、踊ったり、パネルシアターやふれあい
遊び、何が飛び出すか、お楽しみ♪
ご家族、お友達、お誘いあわせのうえご参加ください！

【お申込】 大津市ファミリーサポートセンター
TEL 077-511-3150　 FAX 077-511-3450

ファミサポクリスマス交流会

　大津市社協の様々な取
り組みを紹介。地域福祉
の魅力を社協職員の声を
通して発信しています。

大津市社協特別価格
1,500円（税込送料別）A5判　112頁

『見える社協から、魅せる地域福祉へ』
〜相談ごとがあったら社協に来たらええがな〜

じぶんの町を良くするしくみ

 赤い羽根共同募金運動がスタート！
　赤い羽根共同募金は毎年１０月１日から始まる募金運動です。
　ご協力いただいた募金は大津市内では、

「地域福祉講座」や「ふれあい給食事業」など
に活用されています。大津市社協では、大津
市共同募金委員会の事務局として、共同募金
運動を推進しています。

対象活動　大津の課題や困りごとを解決し、大津をより元気にす
　　　　　るクリエイティブな活動　　※令和２年度中に実施するもの

助成上限　１０万円
募集期間　１２月２７日（金）まで
審査方法　書類審査及び公開プレゼンテーション
　詳しくは市社協ホームページをご覧いただくか、お問合せください！
左のQRコードからもアクセスできます。

共同募金ＮＥＷＳただいま助成金の申請を受付中!

ひとり暮らし高齢者への
お弁当の配食

災害ボランティア支援

 その他子どもの居場所づくりなどにも使われています。

NO.158おおつ社協ニュース

「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。



コンクール入賞作品 決定
ふれあいフォト

賛助会費にご協力ありがとうございました。

市社協ホームページで
ボランティア活動をご紹介しています全国から３２１点のご応募をいただき、9月6日の審

査会で３７点の入賞作品が決定しました。
ふれあい溢れるあたたかい写真をありがとうござ
いました。
入賞した作品はホームページにも掲載しています。

「募集中のボランティア活動はありますか？」
「どんなボランティアグループがあるの？」
「施設やイベントで音楽を演奏して欲しい。」
「初めてなので講座に参加してみたい。」 などなど
ボランティア活動についての情報を発信しています。

　まずは、大津市社会福祉協議会のホームページへ ！

あんしんのおてつだい

平成30年度決算報告

地域福祉権利擁護事業
  こんな心配を抱えた方、おられませんか？

〇お金のやりくりに不安がある
〇書類の手続きがわからない
〇通帳など、大事なものの管理が不安

そんな方の暮らしをまもる事業です。

権利擁護支援グループ　☎077-526-5753
●相談は無料です！お気軽にご相談ください●

総合ふれあい相談

 地域の福祉講座で事業の紹介をしました！
井上　守 竹花　一夫 金井　長純
山崎　重蔵 水谷　利郎 北村　清
山崎　一枝 中西　耕司 柳田　勉
滋賀県レイカディア大学同窓生おおつ支部 中山　幸子 松田　勇
滋賀県防災士会 大津老人ホーム 西　勝太郎
福島ピーチママ 社会福祉法人和光会みどり園 北田　和良
おおつ傾聴ボランティア ダンボの会 唐崎やよい作業所 久西　璋郎　
こちすま 大津あいあい保育園 西村　敏廣
電車と青春21文字プロジェクト 永興藤尾こども園 山本　正一
シニアあんしん倶楽部 介護老人福祉施設リバプール 桐畑　弘嗣
おやじのたまり場 呉屋　之保 桐畑　裕充
朗読グループすみれ 呉屋　富美子 中南　滋充
地域福祉サポーターとんかち 呉屋　健 レイモンド淡海保育園
北村　敦 上村　照代 村田　省三
シンシア　関西地区センター みつばちこども園 源谷　桂子
田辺　靖晶 水谷　安吉 八軒　茂勉
ハートフルガーデナー園芸福祉おおつ 近江大坂屋 松山　光雄
マザーレイク株式会社 前阪　良憲

（株）ライフビレッジグループホームやすらぎの郷 片岡　定男
（順不同、敬称略、氏名掲載に同意され、平成31年3月1日〜令和元年9月30日までにご入金いただいた方）

ご寄附をいただきありがとうございました　� （H31.3.1〜R1.9.30）

勘定科目 決算額
会費収入 10,945,600
寄附金収入 2801,802
補助金収入 152,305,878
受託金収入 142,116,088
事業収入・負担金収入 13,207,979
その他の収入 2,472,861
施設整備等補助金収入 3,396,000
積立資産取崩収入 4,946,376
その他の活動による収入 1,961,930

収入合計 334,154,514

勘定科目 決算額
人件費支出 231,866,115
事業費・事務費支出 41,439,220
共同募金配分金事業費 11,707,534
分担金・助成金・負担金 19,641,382
固定資産取得支出 10,453,992
ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出 3,790,317
積立資産支出 200,476
その他の活動による支出 8,904,640

支出合計 328,003,676

前期末支払資金残高 32,233,503
当期末支払資金残高 38,384,341

支
出
の
部

収
入
の
部

◆ 決算報告の詳細は市社協ホームページをご覧ください

会費収入

その他の活動による収入

（円）

補助金収入

寄付金収入

受託金収入

固定資産取得支出その他の収入

共同募金配分金事業費

その他の活動による支出

事業収入・負担金収入
分担金・助成金・負担金

施設整備等補助金収入

事業費・事務費支出

積立資産支出積立資産取崩収入

人件費支出

ファイナンス・リース債務の返済支出

【推薦】　ハッケイヨイヤー
【特選】　よく見えるよ

【特選】　何かいる！【特選】　絆と共に

【特選】　語らい

【特選】　世代間のふれあい

第 35 回

場所 日程 時間
木戸市民センター 第1・3水曜日

13：30〜15：30
予約不要

堅田市民センター 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

《善意銀行》 （敬称略・単位〔円〕）

3/7 匿名 10,000 5/27 水谷　安吉 3,000
3/11 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津 7,940 6/5 藤田　知幸 13,000
3/12 田中　清子 10,000 6/10 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津・堅田 8,540
3/13 ピアゴ一里山店 127,627 6/12 桐畑　弘嗣 1,000
3/18 （一財)大津市勤労者互助会 4,780 6/12 桐畑　裕充 1,000
3/22 川端　豊 80,000 6/14 ㈲三王都市開発 100,000
3/26 光吉歯科医院 30,000 7/9 (株)そごう西武労働組合　大津支部 6,049
4/3 大津市民病院付属看護専門学校 156 7/10 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津・堅田 6,680
4/10 大津市ボランティア手づくりグループ 50,000 7/10 田中　清子 100,000
4/10 大津友の会 10,000 7/11 匿名 10,000
4/10 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津 7,800 7/18 長上　深雪 1,000,000
4/16 シンシア　関西地区センター 5,000 7/25 滋賀トヨタ自動車 20,000
5/9 西福寺　黒川　英正 10,000 8/16 観念寺 50,000
5/10 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津・堅田 9,500 8/13 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津・堅田 4,340
5/8 シンシア　関西地区センター 7,000 8/28 西福寺　黒川英正 50,000
5/14 西條　保 5,000 9/10 読売センター石山・寺辺・大津南・北大津・堅田 3,730
5/24 鳥居　静夫 30,000 9/25 西條　保、きみ子 10,000

 そのほか、市民の皆様や学区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会等から物品の寄附を多数いただきました。

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

●秘密厳守・無料●

（円）

（円）

ご存知ですか


