
 
令和３年１０月発行 

 
～赤い羽根に乗せて届けよう あなたの優しさ～ 

 まちがい探しにチャレンジ！ 
まちがいは１２個あるよ！探し終わったら、中を開いてみてね♪ 

 

 
社会福祉法人多賀町社会福祉協議会 

   （多賀町共同募金委員会） 
 

犬上郡多賀町多賀 221 番地 1 

多賀町総合福祉保健センター  ふれあいの郷 

電話/48-8127 有線/2-2039 

 

 この広報紙は、赤い羽根共同募金の配分金によって作成しています。  ■ 答えは、中面を見てね！ 

相談日時

毎週木曜日

１２： ００ ～ １８：００

電話番号 ０７７－５２６－７０３１

ひきこもりに該当する方は滋賀県内に

約1万3千人おられると言われています。

ひきこもりは、決して本人や家族だけの要因で
起きている状態ではありません。

ひきこもりは個人、家庭の問題ではなく、「社会の問題」です。
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ひきこもりでお悩みの方、
ご家族の方は、一度お電話下さい。

秘密は守ります。
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地域福祉権利擁護事業地域福祉権利擁護事業

　ご近所の高齢の方や、離れて暮らしておられる親御さんなどに

このようなことがありませんか。

＊ お金の管理に困っている

＊ 通帳やハンコ、財布を置き忘れる

＊ 年金など生活費がうまく使えない

＊ 福祉サービスなど申請手続きや契約の方法が難しい

＊ いつも探し物をしている　    ＊ 不安を口にしている

　生活費の管理や、通帳やハンコ、証書などを預かり、手続きに

関する利用を援助します。　（相談無料・秘密厳守）

　皆さんの暮らしの中の心配ごと、永年の悩みごとなど何でもご相談ください。
予約はいりません。お気軽にお越しください。

場 　所：多賀町総合福祉保健センター ふれあいの郷 ボランティア室
相談日：毎月１６日 (土日祝日は翌平日）　　　
　　　　 令和３年１１月１６日（火）
　　　　 令和３年１２月１６日（木）
時 　間：午前９時から午前１１時００分まで
　　　　　（新型コロナ感染対策のため、時間短縮をしています。）

　悪徳商法や財産管理、相続、福祉の制度、年金や
法律のことなどでお困りのことや、将来に不安の
ある方。
　ご家族や親せきの方、福祉関係者の方、どなたで
も相談できます。

日　   時　 令和３年１２月１４日（火）
　　　　　午後１時３０分～午後４時００分まで

場　　所　愛荘町立福祉センター愛の郷

＊予約が必要です。１ケ月前から受付けます。
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お問合せ  多賀町社会福祉協議会へ

高齢者 ・ 障がい者対象の無料相談会



　多賀町も、まん延防止等重点措置や緊急事態宣言を受けて、地域の活動や学校行事、町、社会
福祉協議会の事業も自粛、中止、延期と、出口の見えない状況が続いています。
　私たち福祉会は、民生委員・児童委員さんや、地域の多くの方と手を携えて

「コロナ禍」でも出来ること。「コロナ禍」だからこそやらないといけないこと。
を考え、活動しています。

　「３密の回避」から「ゼロ密」を目指す今、ご近所さんの見守り活動は、カーテンの開け閉めや、
電気の点灯、郵便受けに新聞や郵便物が溜まっていないかなど、通りすがりに出来ることと、電
話をかけて声を聞いてみたり、手紙やＦＡＸでの情報発信など出来ることを工夫しています。
「私が居るから何でも言ってください」 「あなたが気にかけてくれるから安心よ♥」
と「おたがいさま」の活動を進めています。

※ 撮影時のみマスクをはずしました。

　令和３年 5 月 26 日に福祉会代表者連絡会議を開催しました。
コロナウイルス感染がまん延するなか、コロナワクチン接種への
期待、サロンへの思いをメッセージにしていただきました。
　前回号につづき、代表者１３名の方を紹介します。

福祉会 の 思 い福 祉 会 の 思 い

　多賀町の新型コロナワクチンの接種は、９月で終了しました。
　全国でも、若者への接種が呼びかけられ、命を守る対策がされていますが、
感染者数は変わらず増減を繰り返しています。



使いみち

たがゆいちゃん
バッジ募金
たがゆいちゃん
バッジ募金

たがゆいちゃんも
赤い羽根共同募金を
応援しています。

≪取り扱い場所≫
◆多賀観光協会
◆多賀町社会福祉協議会
　　多賀町総合福祉保健センター
　　ふれあいの郷

バッジ募金
１個：500円より

「だれもが安心して暮らせる地域づくり」に活用します。

コロナ禍でも
「できること」
コロナ禍でも

「できること」

災害時の
被災者支援活動
災害時の
被災者支援活動

多賀町でも
もしもに備えて！
多賀町でも
もしもに備えて！

共に生きる
社会のために
共に生きる
社会のために

人と人との
つながりを大切に。
人と人との
つながりを大切に。

心の
バリアフリー
考える機会を

心の
バリアフリー
考える機会を

　今年も大雨により、各地で
災害が発生しました。
　募金の一部が、活動支援に
使われています。

各字では、主に高齢者を対象にした「サロン
活動」をされていましたが、コロナの影響で
集まれない…
お元気にされているか心配…

訪問をしてお元気かたずねたり、手紙を届け
たり、マスクを作成してお渡ししたり、新し
い活動も増えました。

⬇

９月５日に閉幕した「パラリンピック」はご覧になりま
したか？ 毎日の報道で、「共生社会」という言葉を耳に
されたかと思います。
　わたしたちの住む多賀町では、障害がある・ないと
いうことではなく、だれもが安心して暮らせる地域づ
くりを目指します。
　みなさんと一緒に考えていく場の提供や福祉学習を
共同募金が応援します。

例えば・・・例えば・・・

パラリンピックを終えて

 

8 月の大雨では避難所が開設されました

日頃からの防災意識はとても大切です。万が一に備え
みなさんは、どのような準備をされていますか？
赤い羽根共同募金は災害時の活動を支援し、「災害ボラン
ティア」として活動していただける方に向けて「災害支援
ボランティア養成講座」の開設も協力しています。

 【間違い探しの解答】 

１． 窓の外の鳥  ２．植物の葉についている虫  ３．おばあちゃんのめがね  ４．絵の人のギター ５．赤ちゃんのまえかけ ６．ねこの口 

７．おじいちゃんの髪型 ８．おじいちゃんのマイク ９．つりさげの植物の葉 10.女の子の手 11.女の子の髪飾り 12.おじいちゃんの腕時計 

(　　　　　　 )

８月14日 多賀町災害対策本部から
午後2時20分、 多賀町全域に警戒レベル４、
避難指示が発令されました。
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あの日、あの時

あなたはどのような

行動をとりましたか？
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行動をとりましたか？

　避難指示の発令により、学校や公の施設が拠点避難所になり、町内10 か所に開設

されました。

　総合福祉保健センター「ふれあいの郷」も福祉避難所を開設し、高齢者、障がい者

計 16 名を受け入れました。

　11 か所の避難所で、午後 11 時時点で 54 世帯、68 名の住民が避難をされました。

　今回の避難指示の発令は、今までと皆さんの意識が違ったように思いました。

　それは・・・7 月 3 日熱海の伊豆山土砂災害を見た直後だったからでしょうか。

　「空振りでもいいから、早めに行動する。」これは、大切な命を守るために、とても

大事なことだと思います。

　ふれあいの郷で働く職員として、今回の避難指示で避難して来られた

住民を受け入れた経験は、福祉避難所開設に多くの課題を残しました。

　ふれあいの郷で働く職員として、今回の避難指示で避難して来られた

住民を受け入れた経験は、福祉避難所開設に多くの課題を残しました。

　この日（8/14）ふれあいの郷は、新型コロ

ナウイルスワクチン接種会場のため、使用

できる部屋に制限がありました。

　本来全館使用可能な場合は、多くの人の

受け入れが出来ます。福祉避難所は幅広い

世代で、介助が必要な方には家族が付き

添って避難されますが、職員に助けを求め

られることもあります。

　大規模災害となれば、ふれあいの郷は、

同時に災害ボランティアセンターの拠点

にもなります。

　今回の経験から“災害ボランティア”と

して活動していただける人材の確保を目

的に、「災害支援ボランティア養成講座」の

開設に向け準備を進めています。

“段ボールベッド”の組み立ては、人手が必要。

 慣れない組み立てには時間がかかりました。


