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共同募金のゆくえ
共同募金運動にご協力いただき
ありがとうございました！

集まった募金は地域の福祉活動に活用され、
暮らしやすい安心の地域づくりにつながっています

加賀見守り会（赤い羽根共同募金助成団体）

今月は

地域福祉を推進する上で大きな役割を
果たしている共同募金を特集します
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特集

共同募金のゆくえ

共同募金では、ご協力いただいた募金

平成28年度募金総額
（赤い羽根・歳末）

の約７０％は、近江八幡市内の活動に使
われています。残りの３０％は滋賀県内

11,137,665円

の広域的な取り組みに活用されます。
70％の使い道は、審査委員会で協議

手話講座受講生との交流会
（市聴覚障害者福祉協会）

福祉の風土づくり
（武佐学区福祉フェスタ）

国際交流・子どもや若者の居場所づくり
（ホットフィールドかんちゃんの小さな家）

福祉の学びの推進
（小学生によるデイサービスセンター訪問）

ココが
ちがう！

“募金は私たちの暮らしの中に”

（前年度比3,580円増）

のうえ決定します

赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金

期間

使い道（助成内容の一部を例示）

～市域の福祉活動のバックアップに～
10月1日～ ◦誰もが集える居場所づくり、身近な見守り活動の応援（ワンコインカフェ、

赤い羽根

12月31日

見守り隊の結成など）
◦小中学校の福祉教育の推進

歳

12月1日～

末

12月31日

◦学区（地区）社協への助成

～団体活動支援や貧困問題の解消に～
◦子ども食堂の応援

◦当事者グループの活動支援

◦生活困窮者への食糧支援
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いつまでも住み慣れたまちで暮らし続けたい そんな願いをみんなで
赤い羽根共同募金

テーマ型募金はじめます！
運動期間 3/31まで

近江八幡
くらし支えあい応援募金

この募金は、近江八幡市の「新たな住民同士の生活支援の仕組みづくり」を推進するために使われます。

病院などに一人で
行けない…

ゴミ出しに行けなく
なってきた…

気軽に集える場が
あったら…

学区域の課題の共有と解決に
向けた話し合い
（金田学区ふれまち学習会）

― 安心して暮らし続けることのできる
「近江八幡」をみんなでつくる ―
「近江八幡くらし支えあい応援募金」は、地域住民の支えあいによる新たな支えあいの仕組みづ
くりを応援するための新たな運動です。
近江八幡市では、自治会域の「見守り支えあいのネットワークづくり」
、学区域のワンコインカ
フェなど、支えあいの意識が高まりつつあります。そこで、近江八幡市共同募金委員会では、
住民同士の支えあいによる新たな生活支援の取り組みづくりを応援していくために、赤い羽根
共同募金テーマ型募金運動に取り組みます。
あなたも、募金で、支えあいの活動で、くらしの困りごとを住民同士で解決する新たな取り組
みに参加しませんか？

『近江八幡くらし支えあい応援募金』への参加方法は…
■銀行振込
（各コミュニティセンター等に設置の振込用紙付きチラシをご利用ください）

■窓口で
（近江八幡市社会福祉協議会の窓口で受け付けています。
）

■募金箱へ
（市社会福祉協議会、市内の各コミュニティセンターなどに設置しています。）

近江八幡市共同募金委員会
〒523-0082

TEL：0748-32-1781

滋賀県近江八幡市土田町1313番地（総合福祉センターひまわり館）
社会福祉法人 近江八幡市社会福祉協議会内

３
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ボランティアだより

平成29年3月15日発行
発行元 近江八幡市社会福祉協議会
土田町1313番地
Tel：31-2677

ボランティア活動のお守りに

ボランティア保険のご案内
ボランティア
活動保険
補償内容（例）

ボランティア活動保険は、日本国内におけるボランティ
ア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、無償
で活動するボランティアの方々を補償する保険です。
ボランティア活動先で転んで
けがをした

家から活動先に向かう途中、
交通事故にあってけがをした

活動先の物をこわして
しまった

★活動のための往復途上の事故も補償（自動車による事故はボランティア自身のケガの
みが補償の対象に）
★活動のための学習会や会議も含みます
★熱中症による障害も補償

対象となる
ボランティア活動
補償期間

自発的な意思により行われる無償のボランティア活動で、社会福祉協議会に登録・届け
出されている活動

平成29年４月１日～平成３０年３月３1日
※途中加入の場合は、加入手続き完了日の翌日から
平成30年３月31日までとなります。

加入プラン

基本タイプ

天災タイプ

Aプラン

Bプラン

Aプラン

Bプラン

350円

510円

500円

710円

平成29年度から
保険料が改定
（引き上げ）
されています

※被災地（地震・噴火・津波に起因する被害を受けた場所）にて活動される方は、
天災プランの加入が必要です。

ボランティア
行事用保険
補償期間

ボランティア行事用保険は、社会福祉協議会に登録さ
れているボランティア等が、地域福祉活動・ボランティ
ア活動の一環として行う各種行事に対する保険です。

行事開催期間

加入プラン Aプラン １日１人28円
※最低加入保険料560円

行事用保険にCプランを新設（H29年度～）
サロン、子ども食堂などの少人数の日帰り行事に対応する補償
★保険料は１日１人28円
※事前に参加者を特定する必要はありません
※Cプランには往復途上の補償はありません
4
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送迎サービス
補 償
補償期間

社会福祉協議会に登録されているボラン
ティア等の、移送・送迎サービス中の事故に
よるケガを補償します。

サロンでの送迎にも
ご利用いただけます

平成29年４月１日～平成３０年３月３1日

各種ボランティア保険の受付は
市社会福祉協議会までどうぞ
◎ボランティア保険の申込用紙は社協の窓口にてお渡しします。

受付・相談窓口

近江八幡市社会福祉協議会（総合福祉センターひまわり館１階）
TEL：０７48－３1－26７７

演奏ボランティア紹介♪
村上さんは市内の福祉施設などをまわり、心地よいアルト
サックスの音色と、親しみやすい楽曲で、聴く人を楽しませ
ていただいています。

ボランティアの依頼や相談は社会福祉協議会へ
お気軽にお問い合わせください。

村上悦男さん

こわれたおもちゃ直します

おもちゃ病院おうみはちまん

◆おやじ連
どんな踊りかと

お金はないが

孫が聞く

◆定年後

友がいる

―おやじの川柳―

今年度のおやじ連作品展にて募集さ
れた川柳コンクールの上位入選作品
をご紹介します

演奏ボランティア

盛況です☆

おもちゃ病院開院日は、
愛用のおもちゃをもった
親子連れで賑わいます
診察日：毎月第４土曜日10時～ 12時（受付は11時30分まで）
場

所：総合福祉センターひまわり館２階ボランティアセンター

※おもちゃによっては修理をお断りする場合があります
5
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地域福祉通信（No.14）平成29年３月

近江八幡市社会福祉協議会

地域福祉課

３1-26７７

ふだんのくらしをし あわせに
近江八幡市内での地域福祉活動の推進状況や、地域での取り組みの様子をお伝えします。

応援！
八幡学区 みんなでつながろう子育て

向けて
岡山学区 助けあいの仕組みづくりに

～学区福祉講習会～

～学区見守り支えあい推進委員会準備会～

１月２１日㈯に学区社協主催の福祉講習会が開催
され、市健康推進課の伊﨑氏が講演されました。
地域みんなによる子育て応援は、住民の社会参加
にもつながり、また子育て世代にとっては祖父母
世代の豊かな人生経験にふれることのできる貴重
な機会になるとお話しされました。

２月１４日㈫に自治会域の見守り活動を推進する
ための準備会が開かれました。岡山学区では、高
齢者の送迎や買い物の支援、独居世帯の見守りな
どについて必要性が高まっています。困りごと解
決のために、次年度からは自治会ごとで、より具

広がる
馬淵学区 見守り支えあいの輪

組みへ
北里学区 話し合いから取り

体的な話し合いがスタートします。

～学区見守り支えあい推進会議～

～小田町自治会ふれあい事業委員会～

馬淵学区では、学区社協と市社協を中心に、身近
な地域の見守り支えあいのできる地域づくりを目指
して見守り支えあい推進会議に取り組んでいます。
見守り隊の結成や閉じこもりがちな高齢者のための
居場所づくりなど新たな取り組みが広がりつつあり
ます。今度は、「自治会で見守り支えあい会議を開
催したいので来てほしい」そんな声もありました。

小田町では、見守り支えあいのできる地域づく
りをめざして、居場所づくりの取り組みや、地域
の高齢者を見守り支える取り組みに向けた検討が
始まっています。「車に乗れなくなったら、買い
物や通院に困るので地域で何とかできないだろう
か」など活発な意見が出ていました。
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こんにちは！ふれあいサロンです
ふれあいサロンは、福祉協力員や

ボランティアグループなどが企画さ

れ、自治会館など地域の身近な場所

老蘇

で開催されています。

武佐

今後は、高齢者の単身世帯等の増加

馬淵

に伴い、孤立させないための見守り

★

安土

金田

桐原

機能や介護予防の拠点として効果が

八幡

期待されます。

岡山

北里

参加する皆が楽しく、いきいきと

島

過ごせるサロンを取材させていただ

きました！

★

市内のふれあいサロン数
146か所

川原町ふれあいサロン（桐原学区）

Pick Up!

島町ふれあいサロン（島学区）

【取材日：1月１3日㈮】

【取材日：２月１７日㈮】

のびのび体操で心も体もリフレッシュ

しし舞いで今年一年の健康祈願を

川原町自治会ができて40年。2015年に新

島町は、大雪の時は自治会の防災会が高齢

しい自治会館が出来たことをきっかけに、近

者宅の雪かきを進んで手伝うなど、町ぐるみ

隣の人が集まってのびのび体操から始まり、

の支えあいの関係が魅力です。ふれあいサロ

現在は将棋、麻雀、手芸、手話など様々なサー

ンでは、スタッフの方が開催案内を参加者に

クルができました。サークル間の交流も活発

手渡しされるなど、普段のコミュニケーショ

にされています。

ンを大切にされています。

【スタッフ】自治会館施設運営管理委員会およ

【スタッフ】福祉協力員、民生委員児童委員、
自治会役員のみなさま

び自治会の構成員のみなさま
【回

数】週２回程度

【回

数】年４回

７
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お知らせ
自分たちができることを
できる時に…
できる場所で…

団員募集
近江八幡市赤十字奉仕団

赤十字奉仕団は、赤十字の人道・博愛の精神のもとに赤十字の使命である人道的
な諸活動を実践しようとする人々が集まって結成されたボランティアの組織です
一緒にボランティア活動をしていただける方を募集しています
年齢・男女を問いません
活動内容

お問い合わせ先

施設への奉仕 献血啓発
防災活動 子育て支援
高齢者へのひと声かけ運動
環境奉仕 など

赤い羽根共同募金
テーマ型募金を始め
ました。詳しくはP３
をご覧ください。

近江八幡市社会福祉協議会
電話 32－1781

いつまでも、住み慣れた地域で安心して暮らし続けたい

そんな願いをみんなで

赤い羽根共同募金

近江八幡
くらし支えあい応援募金
この募金は、近江八幡市の
「新たな住民同士の生活支援の仕組みづくり」に使われます。
ゴミ出しに行けなくなってきた�
病院などに一人で行けない�
気軽に集える場があったら�
テーマ型募金運動期間３/３1まで

善意

近江八幡市共同募金委員会

平成28年12月17日分～

平成29年3月1日分

ありがとうございました

地域福祉等のため、次のとおりご寄付をいただきました。助け合いや地域福祉活動等の支援に
大切に活用させていただきます。皆さまのご厚意に厚くお礼申し上げます。 （敬称略・順不同）

賛助会費にご協力ありがとうございました（敬称略・順不同）
近江八幡市肢体不自由児父母の会／馬淵学区民生委員児童委員協議会／重野良寛
寄付金
桐原ボランティアあさぎり会20,000円
野村町自治会（バザー収益金）40,800円
㈱中尾ハウジング中尾武氏 100,000円

寄付物品
匿名 婦人服
近江八幡市赤十字奉仕団 愛の雑巾
パソコンを通じ社会に役立つ会 缶飲料30缶
滋賀教区浄土宗青年会 おうみ米5㎏×20袋
大阪ガス株式会社 折り紙大小各60セット

●インキ：大豆油インキを含む植物油インキ
●印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
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