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周知啓発方法の開発
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新たな
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分野を超えた
つながりづくり

この計画は、住民の皆
さまと力をあわせて、
地域福祉活動の推進に
取り組むための、令和
４年度から令和８年度
までの草津市社協の計
画です。
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　志津学区では、令和４年度から志津社会福祉協議会と志津まちづくり協議会福祉プ
ロジェクトの共催事業として「志津くすのきレストラン」の取組をスタートされました。
　地域の子どもが地域の中で見守られ、安心してご飯を食べたり、工作やビデオ鑑賞、
けん玉などで遊んだりできる場所として、毎月第３土曜日に志津まちづくりセンターで
開催されています。レストランは地域のボランティアスタッフ（12人）で運営。手作り
カレーやおにぎり等を美味しそうに頬張る子どもたち・・・。このように「食」をキー
ワードにして、誰でもが参加できるレストランとして、地域で子どもたちを見守り、育
んでいく活動として今後も展開されていきます！

志津くすのき
レストラン
OPEN‼

　玉川学区の野路コミュニティセンターで活動している「あかつき会」にお邪魔しました。
　サロンを始めたきっかけは、平成19年、小学校で「おじいちゃん、おばあちゃんとの交流会」があり、孫と一緒
に出席したご近所の方々との帰り道で、「定期的に集まり、お茶でも飲みながらおしゃべりできる場があったらい
いのにね！」と誰かがつぶやいた一言から始まり、以来16年目を迎えました。
　この日は地域サロン応援の会“一心たすけ”のメンバー 2人が脳トレや数字合わせ、手遊びなどをして、楽しく
過ごしました。
　手を動かしながら歌を歌ったり、異なる2つの
ことを同時にすることは認知症予防に最適です。
　これからも長く活動していけるよう、草津市
社協は応援していきます。
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に出席したご近所の方々との帰り道で、「定期的に集まり、お茶でも飲みながらおしゃべりできる場があったらい
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●草津市社会福祉協議会が所有する
福祉車両軽ワンボックスカー「タ
ント」で利用者を病院や施設など
へ送迎する活動です。

●普通自動車運転免許証取得後、５年以上経過している方

●平日８：30～17：00の内１時間から半日程度のボラン
ティア

★詳しくは市社協までお問い合わせください。

あなたの空いた時間で
ボランティアしませんか？

　民生委員は、厚生労働大臣から委嘱されます。それぞれの地域において、
常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に
努める方々です。
　また、民生委員は「児童委員」を兼ねています。児童委員は、地域の子ど
もたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不
安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援を行っています。
　一部の児童委員は、児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」
の指名を受けています。
　草津市では、令和４年４月現在249人の民生委員・児童委員が委嘱を受け
て活動しています。（任期３年）

　民生委員・児童委員は、民生委員法により守秘
義務があります。相談内容や秘密が他に漏れるこ
とはありません。暮らしの中の困りごとなど、安
心してお気軽にご相談ください。相談内容に応じ
て、支援を必要とする住民と行政・関係機関をつ
なぐパイプ役となり、悩みが解決できるようサポー
トします！

　草津市社会福祉協議会は、14学区の民生委員児童委
員協議会で組織される草津市民生委員児童委員協議会
の事務局を担っています。民生委員・児童委員と密な連
携をとっており、活動に悩んだ時には社協に相談してもら
えるよう、情報提供や助言を行っています。

滋賀県民生委員・児童委員
キャラクター「びわっ湖 ミンジー」

　市内に在住の高齢者や障害者など身体的状況
により外出が困難な方に対して、草津市社会福
祉協議会が所有する送迎車を燃料費相当の利用
料（１回 300円）で貸出しています。
　また、送迎者がおられない場合、草津市ボラ
ンティアセンターに登録いただいている送迎ボ
ランティアに依頼調整し、送迎を実施している
事業です。

福祉車両貸出事業とは

送迎ボランティア募集

知っていますか？
～あなたの身近な相談相手～

民生委員
児童委員

（担当：山本）
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　今回は、個人や学校、自治
会、企業やボランティア団体
などから市社協へいただいた
使用済切手やペットボトル
キャップ、プルトップなどの
収集物がどのように
利用されるのかご紹
介します！

一人ひとりのちょっとした気遣い
でできるボランティア活動です。
草津市社協は、多くのみなさんの
ボランティア意識を高めるため
に、学校や企業に協力を呼びか
け、この活動を広げています。

　ボランティア活動をして
みたいけど時間がない……
収集ボランティアはそんな
方におすすめ♪

　集められた切手は「誕生日ありがとう
運動本部」という収集団体へ送り、スト
ラップやしおり、切手セットに活用さ
れ、バザーな
どで販売され
ます。

　得られた資金はハンディキャップを
もつ方々の福祉の向上に活用されま
す。
★収集時の注意★
●切手から１cmほど離し
て周りを切り取ります。
●消印があるものは消印も残します。

　車いすは県内
の福祉施設など
に寄贈され、活
用されています。

　これらの工程は作業所での労働
促進にもなっています。また、粉
砕物は工場でプランターやモップ
などに加工され、再利用されます。

　集められたプルトップは、「パ
ナソニック松愛会滋賀支部」を
通じて、まとめてリサイクル工
場へ送られ、プルトップ約
500kgで車いす１台
と交換されます。

古 切 手 プルトップ

　集められたペットボトルキャッ
プは、市内障害者の作業所へ送り、
洗浄・分別・粉砕
されます。

ペットボトルキャップ

めざせ！
ボランティ
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ボランティ
ア 10,000人アアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア

人人人人人人人人人人人10,000人コロナに負け
ず

めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざめめめめめめめめめめめめめざざざめめめめめめめめめめめめめざざざざざめめざざせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ！
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ず
は、

はーい ボランティアセンターです！
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災害ボランティアセンター研修会の
お知らせ

　災害が起こった時、被災者がボランティアの力を借りて、一日でも早く安心した生活を取
り戻されることを目指して『災害ボランティアセンター』は設置されます。
　災害ボランティアセンターは、災害ボランティアの応援を受けながら、社会福祉協議会と
地域住民、その他様々な団体と協働し運営します。
　災害発生時こそ多種多様なボランティアの力が必要です。災害ボランティアセンターや災
害発生時のボランティアの大切さについて、一緒に学んでみませんか？

日　時：令和４年12月19日（月）13：30～
場　所：キラリエ草津 ６階大会議室（草津市大路２丁目１番35号）
対　象：災害ボランティアに興味のある方
定　員：100人（先着）
内　容：① 災害発生時の行政対応と災害ボランティアセンターとの連携ついて（草津市危機管理課）
　　　　② 災害ボランティアセンターの役割とボランティアの大切さ（草津市社会福祉協議会）
　　　　③ 被災地でのボランティアの取組と大切さ（草津市青年会議所） （担当：内田・馬場）



　草津市社会福祉協議会では、平成29年度より「草津フードバンクセンター事業」を開始しました。「フードバンク」
とは、「食料銀行」を意味する社会福祉活動のことです。
　さまざまな理由で、まだ食べることができるにもかかわらず、眠ったままになっていたり、廃棄されてしまう食
品を企業や個人などから寄付いただき、子どもたちなどを対象に「食」をテーマにした
地域福祉活動を実施している団体や、生活に困窮している世帯、学区社会福祉協議会の
活動拠点などに支援を行い、地域の中での支え合いの活動を広げる循環型の取組です。

　不安を抱える女性が社会の絆・つながりを回復することができるよう、「草津市社協
チューリップ事業」では生理用品の提供を通じて、必要な相談や支援につなげます。生理
の貧困解消のためこの取組にご理解いただき、皆様からの寄付のご協力をお願いします。

※賞味期限が３か月以上であり未開封、新品の
もので、常温で保存可能なもの

草津市社会福祉協議会の窓口までお待ちください。
お電話をいただければ受け取りにもあがらせていた
だきます。（着払いでの受付
はいたしておりません。）

ご寄付いただいた食品は、市内の地域福祉活動団体など
へお届けさせていただきます。
皆さまの温かなご厚意に心より感謝申し上げます。

●（有）管材技研（デイサービスだんらんの家）　
●更生保護女性会　●草津ポイ捨てなくし隊鈴木貴志
●加集佐和子　●オムロン㈱草津事業所　●石昱
●イチバン・コーポレーション　●匿名38件

＊志津まちづくりセンター
　　令和４年11月６日（日）ふれあい広場
＊立ち寄りカフェ　ゆかい家
　　令和４年11月15日（火）～11月18日（金）
＊山田まちづくりセンター
　　令和４年11月12日（土）～11月28日（月）
＊草津市役所２階　健康福祉政策課
　　令和４年11月21日（月）～11月30日（水）

上記期間中に『食品回収BOX』を設置します！
みなさまからのご寄付を心よりお待ちしております。

食品のご寄付やフードバンク協力ボランティアについての問合せ先

～フードドライブとは～

ご寄付いただいた食品は 市内の地域福祉活動団体など

「秋のフードドライブ」にご協力いただいた
皆さまありがとうございました！！

ブブブイイイイブイブイブブライドライドライドドドフーフーー張フフ出出張出出出張張 ドドドドド出出出 フフ出出出出張 ーーー張出出出張張張 ドドドド出出出出出出出張張張張張張張張フフフフーーードドドドドドドドドド イイイララ ブブブラ ブララライイイイイイイブブブブブブブブ出張フードドライブ

●お米　●缶詰　●調味料（砂糖、塩、しょうゆ　など）
●小麦粉、ホットケーキミックス　●レトルト食品
●カレールー、シチュールー　●お菓子

草津市社会福祉協議会（077-562-0084）
　担　当　伊藤・土田

（令和４年８月１日～10月５日／順不同・敬称略）

受付期間 11月末まで

生理用品
（メーカーやサイズは問いません）
※外袋未開封のものでお願いし
　ます。

市社協窓口や市などの関係機関、
小・中学校、地域の窓口などで
生理用品の購入に困っておられ
る方に提供します。
提供を通じて必要な相談や支援
につなげていきます。

チューリップ事業
イメージキャラクター

チュウちゃん＆リップちゃん

市社協へ郵送または直接持参
（着払いでの受付はいたしておりません）

寄付の方法寄付いただきたい物品 活 用 方 法

〒525-0032
滋賀県草津市大路２丁目１番35号
キラリエ草津４階
　草津市社会福祉協議会

　草津市社会福祉協議会では、平成29年度より「草津フードバンクセンター事業」を開始しました。「フードバンク」
とは 「食料銀行」を意味す 社会福祉活動 と す

～フードドライブとは～フ ドドライブとは

「「「「「草草津津市市社社協協チチュュ リリッッププ事事草草草津津市市社社協協チチュューーリリッッププ事事業業」」業業」」業」」「草津市社協チューリップ事業」

寄 付 募 集 中

95



6

ふくち
ゃんプロジェクトふくち
ゃんプロジェクト

　ふくちゃんプロジェクトでは、ふくちゃん柄の
手ぬぐいやクリアファイルからふくちゃんグッズ
を作成していただくことでボランティアの活性・
拡大やふくちゃんグッズでつながる輪づくりを進
めています。

ふくちゃん柄の手ぬぐいやクリアファイルを活用してオリジナルふくちゃんグッ
ズを作成していただくボランティアです。オリジナルふくちゃんグッズは、草津
市社協のイベント会場などで販売をします。
売上金はすべて草津市社協ボランティア基金の寄付として、ボランティア活動の
活性化に使わせていただきます。
ボランティアしてみたいと思ったらまずはお電話ください！　（担当：伊藤・土田）

　コロナ禍でも地域で奮闘しながら活動されている学区社会福祉協議会に応援の気持ちを
お届けするため、草津市社協の担当生活支援コーディネーターから応援メッセージを添え
て、マスク・消毒液・ぞうきんなど企業や市民の皆様からご寄付いただいた品物をお届け
しました。

草津市社協には生活支援コーディネーターを配置していま
す。生活支援コーディネーターは、地域の皆様とともに、高
齢者の方々の生活支援、介護予防の体制づくり、地域づくり
を進めることを目指し活動しています。

ふくちゃんプロジェクトって？

生活支援
コーディネーターって？
生活支援
コーディネーターって？

ボランティアの手作りマスク＆ケース
絶賛寄付つき販売中です

200円/枚

ふくちゃんマスク

100円/個

マスクケース

300円/袋

マスク＆ケース

ぬいもの・あみものなどのモノづくりが好きな方！！
楽しみながらボランティアを始めてみませんか♪

学区社協会長からの
　　　　お礼の言葉が届きました！



　コロナ禍も２年が過ぎ、「WITHコロナ」を合言葉
に、社会活動・地域福祉活動も徐々に活動が取り戻せ
る状況になってきました。
　しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響は大
きく、ボランティアニーズ等は激減しており、ボラン
ティアの活躍の場が減ってきているのが現状です。
　そこで、今年度の大学院では、新たに施設等に対し
てボランティアニーズの掘り起こしとボランティア同士の交流をテーマに、草津市ボランティア連絡協議会との
連携・協力、昨年度に大学院卒業生によって立ち上げられたボランティアグループとも連携しながら、草津市社
協があるキラリエ草津４階の交流スペースに「ボランティアマッチングボード」を作成し、ボランティアがボラ
ンティアを紡ぐ市民目線のボランティア拡大事業に向けて取組を進めています!!

●死ぬことを考えるのは良くないことだと思っていましたが、「どう生きるか」を
考えることでもあり、自分の人生について考える目安になりました。

●小熊先生の言葉で印象的だったのが、「死に目に会わなくていい。本人にそれま
でにどれだけのことをしてあげたが大事！！」と言われたのが心に残りました。

●退職後の生活について、色々と勉強になりました。地域とのつながり、人との
つながりを大切に生活したいと思います。

写真家・ジャーナリストの國森康弘さんが撮影された看取
りの場面等の写真を見ながら、命の尊さや地域で支え合って
生きていくこと、命をつないでいくことの大切さを学びました。

大学院

★多様な分野の講師陣から話を聴き、地域住民一人一人が支え合いながら安心して暮ら
すことができる「地域共生社会の実現」を目指していくために、〝私たちは何をした
ら良いのか・どう生きていくべきか″を考える大学を８月から開校しています。
★今年度のテーマは「共感・共鳴・共生　～共に気づき　共に感
じ　共に動く～」22人の受講生が入学し、全５講座を通して様々な
福祉感を感じてもらうことで、「やってみよう！」という地域福祉活
動への一歩を踏み出してもらうきっかけとなるよう進めています。

開校中 第５回草津市
福
祉
教
養
大
学

第５回草津市
福
祉
教
養
大
学

★１講座500円で
受講できます。

会場：草津市役所　２階特大会議室
　　　一部地域共生社会の実現に向けた思い
　　　　　 講師：厚生労働省社会・援護局　職員
　　　二部健幸に生き抜く力
　　　　　 講師：浜本 徹（浜本内科医院院長）

第５講座 ２/２（木）14：00～16：00

第４講座 11/17（木）14：00～16：00

会場：キラリエ草津 ６階大会議室
　　　草津市の魅力を発見
　　　～（公財）草津市コミュニティ事業団「ひととまちの
　　　　　未来をつくるカレッジ2022」との合同開催～

事前申込
必　　要（ ）

今後の開校予定

写真が語るいのちのバトンリレ写写真が真がが語る語るいのちのちのバのバトンンリレレー写真が語るいのちのバトンリレー

第１講座
８/25㈭

立命館大学経済学部　特任教授の佐藤卓利さんから、コロ
ナ禍でさらに希薄化している「人と人とのつながり」に加え、
「貧困・孤立・孤独」がもたらす影響と、人と人の支え合いの必要
性について学びました。

第２講座
９/15㈭

老いを支える老老いいをを支え支えるえる
　　　 医師から見た人医医師か師から見見た人生観ら見見た人た人人生生観
老いを支える
　　　 医師から見た人生観
おぐまファミリークリニック院長の小熊哲也
医師から、コロナ禍での在宅看取りから受
け取る人生の生き方について学びました。

第３講座
10/３㈪

暮らしの問題を実感しよう暮ら暮らししの問問題を題をを実実感しよしようよう暮らしの問題を実感しよう

受講生

の声

申込受付中
です！
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毎年災害が発生し、現在も多くの方々が、災害の被害で苦しんでおられます。
被災された方々を支援するために、皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
お寄せいただいた義援金は日本赤十字社を通じて全額が被災地に届けられます。

●2022年パキスタン洪水救援金（受付期間：R４.９.6～R４.11.30）
●令和４年台風第15号災害義援金（受付期間：R4.12.28まで）
●令和４年８月３日からの大雨災害義援金（受付期間：R５.３.31まで）
●ウクライナ人道危機救援金（受付期間：R５.３.31まで）
詳細は日本赤十字社ホームページ　https://www.jrc.or.jp/contribution/

日赤滋賀県支部草津市地区事務局（草津市社協内）または草津市役所健康福祉政策課にて受付しています。
※ウクライナ人道危機救援金は各まちづくりセンターにも募金箱を設置しています。

運動期間は、10月１日から12月31日までです。
皆さまのお住まいの地域のふれあいまつりや商業施設などでも街頭募金を実施します。

“草津のまちをよくするしくみ”の赤い羽根共同募金へ
皆さまのあたたかなご協力をよろしくお願いいたします！

運動期間は、10月１日から12月31日までです。
皆さまのお住まいの地域のふれあいまつりや商業施設などでも街頭募金を実施します。

“草津のまちをよくするしくみ”の赤い羽根共同募金へ
皆さまのあたたかなご協力をよろしくお願いいたします！

募金合計金額 66,837円
募金は地域のさまざまな福祉活動に活かされます。募金は地域のさまざまな福祉活動に活かされます。

草津駅周辺、南草津駅周辺、西友前、キラリエ草津他草津駅周辺、南草津駅周辺、西友前、キラリエ草津他実施場所

10月３日に街頭啓発を行いました。ご協力ありがとうございました！10月３日に街頭啓発を行いました。ご協力ありがとうございました！

10月15日（土） 10時～11時　 ▶ 玉　川●街頭啓発（西友南草津店）
10月15日（土） 9時半～12時半▶ 南笠東●合同フェスタ（南笠東まちづくりセンター）
10月22日（土） 8時半～10時 ▶ 笠縫東●土曜市（笠縫東まちづくりセンター）
10月23日（日） 10時～16時 ▶ 渋　川●ふれあいまつり（渋川まちづくりセンター）
10月30日（日） 11時～12時半 ▶ 志津南●志津南こどもフェスタ（ロクハ公園スポーツ広場）
10月30日（日） 10時～13時 ▶ 大　路●大路区民まつり（de愛ひろば）
11月 2 日（水）～11月 9 日（水） ▶ 常　盤●まちづくりセンター玄関・受付（常盤まちづくりセンター）
11月 2 日（水） 11時半～13時 ▶ 老上西●ママの手「おいにぃずカフェ」（老上西まちづくりセンター）
11月 5 日（土） 11時～12時 ▶ 山　田●街頭啓発（コーナン草津店）
11月 5 日（土） 10時～12時 ▶ 老上西●老上西ふれあい音楽まつり（老上まちづくりセンター）
11月 6 日（日） 10時～15時 ▶ 志　津●ふれあい広場（ロクハ公園）
11月 6 日（日） 10時～15時 ▶ 笠　縫●ふれあいまつり（笠縫小学校体育館前）
11月 6 日（日） 10時～14時 ▶ 矢　倉●ふれあいまつり・矢倉の広場（矢倉小学校・グラウンド）
11月 8 日（火） 10時～12時 ▶ 草　津●ゆかい家市（草津学区社協活動拠点ゆかい家）
11月13日（日） 11時～12時半 ▶ 志津南●ふれあいハウス「絆」バザー（ふれあいハウス「絆」）
11月13日（日） 10時～14時 ▶ 山　田●ふれあい祭（山田まちづくりセンター周辺）
11月13日（日） 9時～12時 ▶ 老　上●ふれあいまつり（老上まちづくりセンター）
11月24日（木）～11月26日（土） ▶ 老　上●街頭啓発（老上まちづくりセンター）

現在受付中の義援金

実施中！
令和４年度　各学区赤い羽根・歳末たすけあい運動街頭啓発・募金予定令和４年度　各学区赤い羽根・歳末たすけあい運動街頭啓発・募金予定

　　　　　　　 9時～11時半

令令 定
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滋賀県共同募金会草津市共同募金委員会
（草津市社会福祉協議会内）

〒525-0032　草津市大路２丁目１番35号　キラリエ草津４階 TEL 077-562-0084

提
出
先

A

B

C

D

世帯全員分（18歳以上）の非課税証明書（令和4年度分）

児童扶養手当証書

就学援助費認定通知書

新型コロナウイルス感染症　生活困窮者自立支援金支給決定通知書

　草津市共同募金委員会では、住民の皆さまなどのご協力によりお寄せいただきます「歳末たすけ
あい募金」を、経済的事情により生活に困っておられる世帯に、歳末たすけあい見舞金として支給
します。該当すると思われる世帯は、下記の内容をご確認のうえ、申請してください。

● 対 象 世 帯 ●
草津市にお住まいで、経済的事情により生活に困っておられる世帯（学生世帯を除く）

● 申請時に必要な書類 ●
A・B・C・Dのいずれかの書類（写し可）を提出してください。

● 申 請 期 間 ● 令和4年11月1日（火）～11月22日（火）17：15まで（当日消印有効）

● 支給の決定 ● 草津市共同募金委員会審査委員会で見舞金の支給等を決定します。（12月中旬頃）

● 見舞金の配布 ● 支給決定後、各地域の民生委員・児童委員を通じて見舞金をご自宅にお配りします。

※なお、対象世帯のうち、障害がある方、もしくは要介護3以上の方がおられる世帯については、見舞金
の加算対象となりますので、障害者手帳、介護保険被保険者証の写しの提出もお願いします。

○申請書は、草津市共同募金委員会窓口（草津市社会福祉協議会内）にあります。
　また、各地域の民生委員・児童委員から申請書類をお渡しできますので、申請をお考えの場合は、各地
域の民生委員・児童委員へご相談ください。
　必要書類のコピーを添付して直接または郵送で提出してください。
○申請時に印鑑が必要になります。直接申請される際は、必ず持参してください。

令和4年度 歳末たすけあい見舞金歳末たすけあい見舞金歳末たすけあい見舞金歳末たすけあい見舞金 の申請についての申請について

（注１）在宅で生活されている方のみが対象となります。
（注２）世帯分離していても、同じ屋根の下で生活していれば同一世

帯とみなします。（課税されている世帯と同居の場合は対象
となりません。）

（注３）生活保護世帯および生活つなぎ資金の返済が滞っている世帯
は対象となりません。
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広告掲載の問合せは、草津市社会福祉協議会（TEL 077-562-0084）へ

栄養バランス品質豊かな
高齢者向けのお食事をお届けします。

１日のみ利用OK　希望日のみでもOK１日のみ利用OK　希望日のみでもOK

普通食
おかずのみ
ご飯セット

パンフレット配布いたします。お気軽にお電話下さい。
ご利用者様の安否確認いたします。
　　（ちょっとおせっかいなお弁当屋です）

パンフレット配布いたします。お気軽にお電話下さい。
ご利用者様の安否確認いたします。
　　（ちょっとおせっかいなお弁当屋です）

〒525-0067　草津市新浜町18-14

お申込み・お問い合わせは

TEL.077-564-6788
ご注文キャンセルは前日18：00まで

年中無休
（正月三が日は除きます）

540円
594円

お電話1本で

★木川販売所　毎週日曜日（10：00～12：00）
　　　　　　　薬師堂前作業所
★草津販売店：草津㈲大喜さん（本陣となり）
営 業 時 間：午前 8時～午後 7時（水曜日定休日）
　　 　　　 秋の詩  コシヒカリ
    30㎏玄米　8,000円　   9,000円
    10㎏白米　3,000円    3,500円
  （各30㎏白米は玄米30㎏を精米。精米代300円）

☎080-9754-2125

令和4年産新米
好 評 発 売 中

木川米100％

心配ごと相談所
あなたの気持ちに寄り添ってお話をお聴きします。

どうぞお気軽にご相談ください。
あなたの気持ちに寄り添ってお話をお聴きします。

どうぞお気軽にご相談ください。

心配ごと相談所
あなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなあなななななたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたのたたたのたのたの気気気持気持気持気持気持気持気持気持気持持気持ちにちにちにちにちにちにちにちにちにちにちにちに寄り寄り寄り寄り寄り寄り寄り寄りりりりり寄りりりり添っ添っ添っっっっっっっっっっっ添っっっっってててててておておておておておておておておておてててて 話を話を話を話ををををををををおおおお聴お聴お聴お聴お聴お聴お聴おおお きしきしきしきしきしきしきしししししししししししししししますますますますますますますますますますますますますますますますすすす。。。。。。あなたのたの気持気持ちに り寄り っ添ってお話をお聴 しきしまます。

うどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどうどううぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞおぞぞ 気気気気気軽気軽気軽気軽気軽気軽気気 にごにごにごにごにごにごにごにごにごにごごにごにごにごにごにごにご相談相談相談相談相談相談相談くだくだくだくくくくだくだくだくだくだくだくだくだくくだくだくだく さいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいさいいいいいいさいい。。。。。うどうぞぞお気気軽にご相談くだ いさい。
あなたの気持ちに寄り添ってお話をお聴きします。

どうぞお気軽にご相談ください。

10：00～12：00
13：00～15：00

定 例 相 談
毎週月曜日から金曜日

●無料でご相談いただけます。
●お電話でもご相談いただけます。
●ご相談内容によっては、弁護士による相談を受け
　ることができます。

★定例相談で、先にご相談いただく必要があります。

月２回（第１、第３水曜日）
10：00～12：00（１人１回30分）弁護士法律相談

いずれの相談も新型コロナウイルス感染拡大状況等によ
り臨時でお休みをいただくことがあります。

相談専用電話 077-566-1266
場　　　　所 草津市社会福祉協議会 相談室

利用できる人は？

もしもし電話でこんにちは(*^_^*)
　この事業は、65歳以上の一人暮らしまたは日中お一人
で過ごす高齢者の方が、孤立や孤独
に陥らず日常生活を安心しておくれる
ように、傾聴ボランティアが、月１回
電話で訪問し、元気をお届けしてい
ます。

概ね65歳以上の一人暮ら
し、もしくは日中を一人で過
ごす高齢者の方

※電話代は無料です。
　電話の内容は厳守します。

傾聴ボランティアの私たちと気に
なっていること、世間話・昔の話・
時事問題など、何でもざっくばらんに
楽しくおしゃべりしましょ！！
～利用者募集しています！！～

ご寄付ありがとうございました！ご寄付ありがとうございました！
（令和４年８月から９月受付分、敬称略・順不同）

寄　　付　　金
●昭和26年志津小学校同窓会 5,414円
●匿名４件 23,000円

寄　付　物　品
●草津学区社会福祉協議会活動拠点 立ち寄りカフェ ゆかい家　生理用品６個
●生活協同組合コープしが　生理用品15袋、パッド１袋
●大樹生命保険株式会社草津営業所　生理用品16袋
●株式会社パソナ・滋賀　生理用品４袋
●匿名９件　おむつ・パッド等58袋、布マスク25枚、不織布マスク２枚
　　　　　　はみがき粉２個、洗剤６箱、生理用品19袋

ご寄付
ありがとうございました

10
この広報紙は社協会費、有料広告、共同募金助成により発行しています。

☆市民の皆さまの善意により、
リハビリパンツ・尿取りパッ
ド・紙おむつのご寄付をいた
だいております。
　ご希望の方はお問合せくださ
い。

☆市民の皆さまの善意により、
リハビリパンツ・尿取りパッ

（担当：内田・佐田）
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