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手紙でつながろう プロジェクト 

～あなたとわたしは、赤い羽根でつながっている～ 

だれもが安心して 

暮らし続けることができるまちづくり。 

ふだんの くらしの しあわせ 
を支える活動に取り組みます。 

多賀小学校と大滝小学校のみなさんが、町内の一人暮らし高齢者・高齢者世帯の方にあてて、

お手紙を書いてくれました。【特集 P３・４】 

＊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�

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。�

�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）�

【お問合せ・相談先】�

社会福祉法人多賀町社会福祉協議会�多賀町福祉保健センターふれあいの郷内�

電話 �������� ��有線 �������
月曜日～金曜日� ８時３０分～�� 時 �� 分� （祝日・年末年始を除く）�

皆さんの暮らしの中での心配ごと、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。お気軽にお越し下さい。�

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４年� ３月１６日（水）�

� � � � 令和４年� ４月１８日（月）�

時� �間：午前９時から午前１１時００分まで�
（新型ｺﾛﾅ感染防止のため、時間短縮をしています。）�

心配ごと相談所�

地域福祉権利擁護事業�

このようなことで、生活にお困りではありませんか？�

＊収入が不安定で、家賃や税金の支払いが難しくなってきた。滞納している。�

＊お金のやりくりがうまくいかず、家計が困っている。�

＊長く働いた経験がなく、仕事に出ることに不安を感じている。�

もう一人で悩まないで！�あなたのお悩みご相談ください。�
（相談無料・秘密厳守）�

生活困窮者自立支援制度�

困った時はとりあえず・なんでも・ご相談ください。�

社会福祉協議会では、相談窓口を開設しています。�
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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金�

ご協力ありがとうございました�
社会全体がコロナ禍にあり厳しい状況の中、みなさまにはあたたかいお気持ちを

お寄せいただき、誠にありがとうございました。�

みなさまからお寄せいただいた募金は「多賀の町」のために大切に使わせていた

だきます。�

多賀小学校のみなさんから� 大滝小学校のみなさんから�

多賀町の小学校・中学校のみなさんが募金活動を行ってくださり、今年もたくさんの

募金をしてくださいました。�

� １月は「行く」２月は「逃げる」３月は「去る」とうことばがあるように

月日が過ぎるのを早く感じます。�

� 今年の年明けは昨年末からの大雪で被害を受けられた方々も多く、大変

遅くなりましたが心よりお見舞い申し上げます。�

� 第６波ともいわれる新型コロナウイルスの感染拡大により、人と人との

つながりが失われ、「密」をさけるための各種の事業や活動が大きく制限さ

れるなかではありますが、町民の皆様には私ども社会福祉協議会の活動に

ご支援ご協力を賜っており、ここに厚く御礼申し上げます。�

� 当協議会では第２期地域福祉活動計画の基本理念「あなたが主役“おた

がいさま”の地域づくり」に沿って「地域での暮らしを支える体制づくり」

や「安心の地域づくり」のため各種団体との連携を一層深めながら皆様と

ともに歩んで参りたいと考えております。�

� 当協議会に対する皆様のご意見を頂戴するとともに、開かれた窓口を目

指して取り組みますので今後とも変わらぬご支援のほどよろしくお願い致

します。�

�����会�長� 多�賀��昌�宏�

児童代表のみなさんからお預かりしました！�

【 街頭募金�】�
募金箱の設置の協力をお願い

しました。�

新たに、町内の商店２０店舗の

みなさまにもご協力いただき

ました。�

４０ケ所 １０１,２７５円 

「たがゆいちゃんバッジ募金」�

１個５００円で、ご協力いただ

きました♪�

 

【�戸別募金�】�
区長様を通じて、各字みなさま

からご協力いただきました。�

３９字 ８５５,０００円 

【�法人募金�】�
今年度も訪問を中止し、振込で

のご協力をいただきました。�

１５社 ９０,０００円 

【�学校募金�】�
多賀小学校・大滝小学校・多賀

中学校にご協力をいただきま

した。�

３校 １８,７３２円 

【�職域募金�】�
多賀町役場職員の方をはじめ、

職域での募金にご協力をいた

だきました。�

４１,８２６円 

【�個人大口募金�】�
振込でご協力いただきました。

事務所に直接来所いただいた

方もおられます。�

１５２名 ５２７,５３５円 

昨年 �� 月 � 日から �� 月 �� 日までご協力をいただきました募金は、総額１,６３４,３６８円

でした。ありがとうございました。�

今年度集まった募金は、令和４年度に約７０％が多賀町のために使われ、約３０％は、滋賀県

内で広域的な福祉に使われます。�

ご協力�

ありがとう�

ございました。�

昨年 �� 月 � 日から �� 日まで、ご協力をいただきました募金は、総額６７５,４００円で

した。ありがとうございました。�

歳末たすけあい募金は、「高齢者世帯と児童の交流事業」「障害児者支援事業」「ふれあいサ

ロン」その他歳末たすけあい事業に使わせていただきました。

【�戸別募金�】�
区長様を通じて、各字みなさま

からご協力いただきました。�

３９字 ６６５,４００円 

【�法人募金�】�
今年度もご協力いただきました。�

１社 １０,０００円 

募金の種が、多賀の町に笑顔の花を咲かせました�

大切に使わせて�

いただきます。�

歳末たすけあい募金�

赤い羽根共同募金�

昨年末からの大雪によって、破損した家屋の修理費用をお貸しする制度について�

ご相談を受付けています。�

� � 貸付対象世帯� 低所得・障害者・高齢者世帯で被災された世帯�

（所得状況など聴き取りさせていただきます。）�

� � 貸付上限� １５０万円以内�

� � 償還期限� ７年以内�

� � 利� � 子� ３％� ※連帯保証人を立てる場合は無利子�

※その他、多賀町役場が発行した罹災証明書や、状況確認のための写真。

修理にかかる見積もり等必要なものがあります。

※既に修理が終わっている場合は受付ができません。

安心して暮らすために資金が必要な方は、まずはお電話にてご相談ください。�

【�ボランティア保険お問合せ・申込�】�

社会福祉法人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内）�

���：��－�����有線：�－����� 受付時間：平日の �：��～��：��（土日・祝日除く）�

大雪被害の修理費用貸付制度のご案内�

【�お問合せ�】�

社会福祉法人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内）�

���：��－�����有線：�－����� 受付時間：平日の �：��～��：��（土日・祝日除く）

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

＜基本プランに加入される方へ＞

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
症重点プラン」への加入をおすすめします。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

350円 500円

通院保険金日額
特定感染症

地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用
【新設】特定感染症

重点プラン

550円

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和４年度

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

 

“子育て支援サークルたんぽぽ”さんが、

多賀町社会福祉協議会の推薦を受け生命

保険協会より「青少年育成支援団体助成」

を受けられました。�

� 未就園児の親子サークルをはじめ、保幼

小での活動と、幅広く子育てに関わる場で

活躍されています。�

� 今回、読み聞かせやパネルシアターで使

用できるワイヤレスマイクや食育絵本等

を寄贈していただきました。�

■生命保険協会滋賀県協会「青少年育成支援団体助成」を受け活躍中！

“�子育て支援サークルたんぽぽ�”

【子どもたちが、想像力や豊かな心を持ち成長する姿を見守る場にしていくために役立てます ���】�

■おりがみｻｰｸﾙ�ココ・ナイン 総合福祉保健センターふれあいの郷の�

社協の玄関を入ると、壁にはおりがみの

作品が飾られています。�

季節に合わせたおりがみの壁画を、ボラ

ンティアサークル“ココ・ナイン”の皆

さんが作成してくださっています。�

毎月第３月曜に活動をされています。�

今月は、ひな飾りのパネルで、ホールが

にぎやかになっています。�
（現在はコロナ感染症対策により活動中止中です。）�

■胸花づくりボランティア

今年も小学校の卒業生のみなさんに、つ

けていただく胸花を、ボランティアの方

にお願いをして作ってもらっています。�

今年は、コロナ感染対策のため、各ご家

庭にて作成をしていただいています。

作成の様子を少し紹介します。

毎年作ってくださっているため、手際よ

く仕上げてくださっています 



コロナ禍において、活動が制限されている時だからこそ

「つながりを途切れさせない活動」を進めるなかで、このたび 

初めての試みとして、“手紙でつながろう💛💛プロジェクト～あなたと私は、赤い羽根
でつながっている～”を計画しました。 

多賀小学校・大滝小学校の子どもたちに、高齢者のみなさんに宛ててメッセージを書

いていただき、民生委員・児童委員様が毎月１回安否確認見守り 

訪問をしていただいている際に、お渡ししてもらおうという 

企画です。 

プロジェクトの流れ 

＊１０月末に学校へ企画の依頼 

多賀小学校 ３６１名 

大滝小学校  ５１名 の子どもたちが協力をしてくれました。 

＊１１月末まで学校に社協手作りの赤いポストを置いてもらいました。 

＊１２月上旬、校長室にて子どもたちから、手紙を受け取りました。 

＊１月・２月の物品に手紙を添え、民生委員児童委員様から届けていただきました。 

～あなたとわたしはつながっている～ 

多賀小学校・大滝小学校のみなさんありがとう！ 

私たちの書いた手紙を、多賀町の 

おじいさん・おばあさんにとどけ

てください！ 

手紙が届いたら、おじいさん 

おばあさんは、元気になって 

くれるかなぁ♪ 

みなさんの、お手紙はしっかりと預かりました。ちゃんと届けますね！ 【多賀会長より】 

子どもたちからのお

手紙は本当にうれし

かったですよ。家の前

を通る子供たちの声

で元気が出ます。 

昔から、子どもは大好き

なんです。学校の登下校

で出会うときは、いつも

声をかけていました。 

手紙で、とてもはげまさ

れました。 

年末年始の大雪で、大変し

ました。民生委員さんがい

つも気にかけてくれていて

うれしいです。今回はお手

紙までいただいて、元気が

出ました。 

離れている孫と手紙のや

りとりをしたことを思い

出しました。 

返事のお手紙を書きまし

たよ���

嬉しくて、民生委員さんにお手

紙を届けてもらうようにお願

いをしました。 

いつも折っているおりがみも

入れました ���

健康のために歩い

ています。 

見守ってもらって

いて安心です。 

お元気ですか？ 

一人暮らし 

頑張っています！ 

お手紙ありがとう♪ 

＊撮影時のみマスクを外していただいております。 

元気が出ました！ 

年末年始の大雪で、大変し

お手紙上手に書い

てあるね。玄関に

手紙をかざってい

ますよ ���



昨年末からの大雪によって、破損した家屋の修理費用をお貸しする制度について�

ご相談を受付けています。�

� � 貸付対象世帯� 低所得・障害者・高齢者世帯で被災された世帯�

（所得状況など聴き取りさせていただきます。）�

� � 貸付上限� １５０万円以内�

� � 償還期限� ７年以内�

� � 利� � 子� ３％� ※連帯保証人を立てる場合は無利子�

※その他、多賀町役場が発行した罹災証明書や、状況確認のための写真。

修理にかかる見積もり等必要なものがあります。

※既に修理が終わっている場合は受付ができません。

安心して暮らすために資金が必要な方は、まずはお電話にてご相談ください。�

【�ボランティア保険お問合せ・申込�】�

社会福祉法人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内）�

���：��－�����有線：�－����� 受付時間：平日の �：��～��：��（土日・祝日除く）�

大雪被害の修理費用貸付制度のご案内�

【�お問合せ�】�

社会福祉法人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内）�

���：��－�����有線：�－����� 受付時間：平日の �：��～��：��（土日・祝日除く）

日本国内でのボランティア活動中のケガや賠償責任を補償!!

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者

ボランティア行事用保険 福祉サービス総合補償送 迎 サ ービス 補 償

ボランティア活動保険

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の 9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

取扱代理店 株式会社福祉保険サービス

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり）

（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険） （傷害保険） （傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

＜基本プランに加入される方へ＞

◆年度途中でボランティア活動保険に加入する場合には「特定感染
症重点プラン」への加入をおすすめします。

（ふくしの保険ホームページ）

商品パンフレットは
コチラ

ケ
ガ
の
補
償

年間保険料

賠
償
責
任

の
補
償

死亡保険金
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円
1,040万円（限度額）
6,500円
65,000円
32,500円

5億円（限度額）

後遺障害保険金
入院保険金日額

4,000円
補償開始日から10日以内は補償対象外（＊） 初日から補償

350円 500円

通院保険金日額
特定感染症

地震・噴火・津波による死傷
賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術
外来の手術

手術
保険金

保険金の種類
プラン

＊4月1日付で前年度から継続して契約される場合は初日から補償します。

団体割引20％適用済／過去の損害率による割増引適用
【新設】特定感染症

重点プラン

550円

損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課

令和４年度

〈SJ21-10723より抜粋して作成〉

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

 

“子育て支援サークルたんぽぽ”さんが、

多賀町社会福祉協議会の推薦を受け生命

保険協会より「青少年育成支援団体助成」

を受けられました。�

� 未就園児の親子サークルをはじめ、保幼

小での活動と、幅広く子育てに関わる場で

活躍されています。�

� 今回、読み聞かせやパネルシアターで使

用できるワイヤレスマイクや食育絵本等

を寄贈していただきました。�

■生命保険協会滋賀県協会「青少年育成支援団体助成」を受け活躍中！

“�子育て支援サークルたんぽぽ�”

【子どもたちが、想像力や豊かな心を持ち成長する姿を見守る場にしていくために役立てます ���】�

■おりがみｻｰｸﾙ�ココ・ナイン 総合福祉保健センターふれあいの郷の�

社協の玄関を入ると、壁にはおりがみの

作品が飾られています。�

季節に合わせたおりがみの壁画を、ボラ

ンティアサークル“ココ・ナイン”の皆

さんが作成してくださっています。�

毎月第３月曜に活動をされています。�

今月は、ひな飾りのパネルで、ホールが

にぎやかになっています。�
（現在はコロナ感染症対策により活動中止中です。）�

■胸花づくりボランティア

今年も小学校の卒業生のみなさんに、つ

けていただく胸花を、ボランティアの方

にお願いをして作ってもらっています。�

今年は、コロナ感染対策のため、各ご家

庭にて作成をしていただいています。

作成の様子を少し紹介します。

毎年作ってくださっているため、手際よ

く仕上げてくださっています 

赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金�

ご協力ありがとうございました�
社会全体がコロナ禍にあり厳しい状況の中、みなさまにはあたたかいお気持ちを

お寄せいただき、誠にありがとうございました。�

みなさまからお寄せいただいた募金は「多賀の町」のために大切に使わせていた

だきます。�

多賀小学校のみなさんから� 大滝小学校のみなさんから�

多賀町の小学校・中学校のみなさんが募金活動を行ってくださり、今年もたくさんの

募金をしてくださいました。�

� １月は「行く」２月は「逃げる」３月は「去る」とうことばがあるように

月日が過ぎるのを早く感じます。�

� 今年の年明けは昨年末からの大雪で被害を受けられた方々も多く、大変

遅くなりましたが心よりお見舞い申し上げます。�

� 第６波ともいわれる新型コロナウイルスの感染拡大により、人と人との

つながりが失われ、「密」をさけるための各種の事業や活動が大きく制限さ

れるなかではありますが、町民の皆様には私ども社会福祉協議会の活動に

ご支援ご協力を賜っており、ここに厚く御礼申し上げます。�

� 当協議会では第２期地域福祉活動計画の基本理念「あなたが主役“おた

がいさま”の地域づくり」に沿って「地域での暮らしを支える体制づくり」

や「安心の地域づくり」のため各種団体との連携を一層深めながら皆様と

ともに歩んで参りたいと考えております。�

� 当協議会に対する皆様のご意見を頂戴するとともに、開かれた窓口を目

指して取り組みますので今後とも変わらぬご支援のほどよろしくお願い致

します。�

�����会�長� 多�賀��昌�宏�

児童代表のみなさんからお預かりしました！�

【 街頭募金�】�
募金箱の設置の協力をお願い

しました。�

新たに、町内の商店２０店舗の

みなさまにもご協力いただき

ました。�

４０ケ所 １０１,２７５円 

「たがゆいちゃんバッジ募金」�

１個５００円で、ご協力いただ

きました♪�

 

【�戸別募金�】�
区長様を通じて、各字みなさま

からご協力いただきました。�

３９字 ８５５,０００円 

【�法人募金�】�
今年度も訪問を中止し、振込で

のご協力をいただきました。�

１５社 ９０,０００円 

【�学校募金�】�
多賀小学校・大滝小学校・多賀

中学校にご協力をいただきま

した。�

３校 １８,７３２円 

【�職域募金�】�
多賀町役場職員の方をはじめ、

職域での募金にご協力をいた

だきました。�

４１,８２６円 

【�個人大口募金�】�
振込でご協力いただきました。

事務所に直接来所いただいた

方もおられます。�

１５２名 ５２７,５３５円 

昨年 �� 月 � 日から �� 月 �� 日までご協力をいただきました募金は、総額１,６３４,３６８円

でした。ありがとうございました。�

今年度集まった募金は、令和４年度に約７０％が多賀町のために使われ、約３０％は、滋賀県

内で広域的な福祉に使われます。�

ご協力�

ありがとう�

ございました。�

昨年 �� 月 � 日から �� 日まで、ご協力をいただきました募金は、総額６７５,４００円で

した。ありがとうございました。�

歳末たすけあい募金は、「高齢者世帯と児童の交流事業」「障害児者支援事業」「ふれあいサ

ロン」その他歳末たすけあい事業に使わせていただきました。

【�戸別募金�】�
区長様を通じて、各字みなさま

からご協力いただきました。�

３９字 ６６５,４００円 

【�法人募金�】�
今年度もご協力いただきました。�

１社 １０,０００円 

募金の種が、多賀の町に笑顔の花を咲かせました�

大切に使わせて�

いただきます。�

歳末たすけあい募金�

赤い羽根共同募金�


