平成 29 年度

淡海フィランソロピーネット事業報告

１．社会貢献活動・ボランティア活動に関する普及・啓発
（１）子どもたちの環境・福祉学習支援のためのチャリティ事業の実施
①第４回チャリティバザー収益金活用による学校用栽培キットを寄贈した。
寄贈先：高島市立 安曇小学校
実施日：平成 29 年 10 月 26 日（木）13 時 00 分～13 時 30 分
出席者：大角事務局幹事
社会福祉法人 いしづみ会
ペットボトルキャップリサイクル事業作業所
（いしづみの家、きらら）の利用者、職員
淡海フィランソロピーネット 事務局
寄贈物：ペットボトルキャップリサイクル事業で製品化された
学校用栽培園芸キット（花セット）
140 台程度

②第５回チャリティバザー「カレンダー」・「手帳」市の開催
開催日：平成 30 年１月６日（土）～７日（日） ２日間
会 場：フォレオ大津一里山 １階ノースコート
内 容：淡海フィランソロピーネット会員 19 会員から、カレンダー約
3,100 点、手帳約 500 点が集まり、１点 100 円で販売した。
収益金は全て滋賀の子どもたちの環境・福祉学習や地域交流、福祉
活動の一助として、ペットボトルキャップリサイクルプランターを活用
した「栽培キット」を購入し、30 年度、滋賀県内の小学校へ寄贈する。
出品会員：19 会員
スタッフ参加者数
：（前日準備）15 名
（当日運営）６日…25 名
７日…14 名
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収 益 金：235,700 円
※参考：第４回収益金

203,887 円

（２）滋賀県災害ボランティアセンターへの参画
①滋賀県災害ボランティアセンター運営協議会への参画
堀池 宏志幹事
②滋賀県総合防災訓練・滋賀県災害ボランティアセンター機動運営訓練への参加
開催日：平成 29 年９月 10 日（日）
会 場：滋賀県危機管理センター
内 容：滋賀県総合防災訓練「県災害ボランティアセンター機動運営訓練」
参加者：福井 通幹事、堀池 宏志幹事、松宮 秀典幹事
・資機材担当として、災害時に会員企業・団体が提供できる資機材リ
ストを作成し、災害時に備えた。
・災害時を想定した訓練を通じて、他の担当といかに連携を取りな
がら支援を行うか確認した。
（３）社会貢献活動情報誌「そろふぃあ」の発行
≪滋賀県社会福祉協議会と共同≫
発行：第 30 号を作成 12 月発行 2,000 部
（４）ホームページの運営による情報発信
＜http://www.shigashakyo.jp/oumi_ｐ_net/index.html＞
（５）運営委員長表彰等の実施
①運営委員長表彰の実施
贈呈日：平成 29 年７月 10 日（火） ※総会時に表彰
特別功労表彰：松井 佐彦相談役（元副運営委員長）
②感謝状贈呈式の実施
贈呈日：平成 29 年７月 10 日（火） ※総会時に表彰
贈呈先：フォレオ大津一里山
③感謝状贈呈式の実施
贈呈日：平成 30 年３月１日（木）
※トップセミナー時に表彰
贈呈先：東レ株式会社 滋賀事業場、住友生命保険相互会社 滋賀支社、
滋賀ダイハツ販売株式会社、近畿労働金庫 滋賀地区本部
2

（６）各種委員会等への参画
①滋賀県社会福祉協議会評議員（嶽釜 信一副運営委員長）
２．社会貢献活動・ボランティア活動に関する調査・研究
（１）環境保全ならびに障害のある方の就労支援の推進
①ペットボトルキャップリサイクル事業の推進
・ペットボトルキャップ回収量 28,990ｋｇ
②メンテナンス付リサイクルプランターリース販売事業の支援
・会員事業所内における回収ボックスの設置 23 会員
・メンテナンス付リサイクルプランターリース販売事業への支援

７会員

（２）災害ボランティア資機材リストの見直し・充実
３．社会貢献活動・ボランティア活動に関する情報交換・交流
（１）会員研修
開 催 日：平成 30 年２月６日（火）
会
場：小川珈琲（株）本社
参加者数：20 名
内
容：取組み報告・情報交換
報告：小川珈琲（株）
・ＣＳＲ・社会貢献活動の取組み
・美味しいコーヒーの淹れ方体験
・ランチ交流会
（２）オレンジリボンキャンペーンへの参画
参加会員：16 会員
啓発資材の提供：布製オレンジリボンバッジ
チラシ（Ａ４）
ポスター（Ｂ２、推進用）
ポスター（Ａ３）
ポスター（Ｂ２、リボン）
合計

9,858 個
4,415 枚
103 枚
23 枚
37 枚
14,436 物品

４．研究会および講演会等の開催
（１）企業・団体の社会貢献活動セミナーの開催
≪滋賀県社会福祉協議会と共催≫
開 催 日：平成 29 年７月 10 日（月）
会
場：ライズヴィル都賀山
参加者数：50 名
内
容：基調講演
「淡海の企業市民に期待される実践とは
～ＳＤＧｓの視点と今後の社会の変化を見通して～」
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講師
社会福祉法人大阪ボランティア協会
常務理事 早瀬 昇氏
実践報告
報告者
生活協同組合コープしが 福祉事業部
統括マネージャー 松田 達也氏
旭化成住工株式会社 ＲＣ管理部
環境安全課 課長 松宮 秀典氏
オプテックスグループ株式会社
グループ企画部広報課 課長 榎 光夫氏
（２）企業・団体の社会貢献活動トップセミナーの開催
≪滋賀県社会福祉協議会、滋賀県と共催≫
開 催 日：平成 30 年３月１日（木）
会
場：琵琶湖ホテル
参加者数：69 名
テ ー マ：～「三方よし」の近江商人、初代伊藤忠兵衛の創業精神に学ぶ～
内
容：講演
「初代伊藤忠兵衛と事業経営」
講師 滋賀大学 特別招聘教授 宇佐美 英機氏
対談
登壇者 滋賀大学 特別招聘教授 宇佐美 英機氏
淡海フィランソロピーネット 運営委員長
大道 良夫氏
進行 鶴渕 さやか氏（びわ湖放送アナウンサー）
５．会務の運営
（１）総会の開催
開催日：平成 29 年７月 10 日（月）
会 場：ライズヴィル都賀山
議 題：①平成 28 年度 事業報告について
②平成 28 年度 収支決算（案）について
③平成 29 年度 事業計画および収支予算（案）について
④平成 29 年度 運営委員について
（２）三役会議の開催
○第１回三役会議
開催日：平成 29 年９月１日（金）
会 場：県立長寿社会福祉センター 介護実習室
議 題：①平成 29 年度総会ならびに企業・団体の社会貢献活動セミナーの
開催報告について
②第４回チャリティバザー収益金活用による学校栽培キット
寄贈について
③平成 29 年度会員研修について
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④平成 29 年度企業・団体の社会貢献活動トップセミナーについて
⑤平成 29 年度感謝状贈呈について
⑥企業・団体の社会貢献活動情報誌「そろふぃあ３０号」の
作成について
○第２回三役会議
開催日：平成 29 年 12 月 25 日（月）
会 場：県立長寿社会福祉センター 介護研修室
議 題：①平成 29 年度リサイクルプランター学校用栽培キット贈呈式に
ついて
②企業・団体の社会貢献活動情報誌「そろふぃあ３０号」の
発行について
③災害時資機材リストアンケートについて
④第５回チャリティバザーの運営体制等について
⑤平成 29 年度会員研修の進め方について
⑥平成 29 年度企業・団体の社会貢献活動トップセミナーの
進め方について
⑦次期運営体制について
（３）運営委員会の開催
○第１回運営委員会
開催日：平成 29 年４月 24 日（月）
会 場：県立長寿社会福祉センター 介護研修室
議 題：①入会申込みについて
②三役会の報告について
③平成 29 年度 運営委員長表彰について
④平成 28 年度 事業報告および収支決算（案）について
⑤平成 29 年度 事業計画・収支予算（案）について
⑥平成 29 年度 総会および社会貢献活動セミナーについて
⑦平成 29 年度 運営体制について
○第２回運営委員会
開催日：平成 29 年 10 月４日（水）
会 場：県立長寿社会福祉センター 介護実習室
議 題：①会員の退会について
②平成 29 年度第１回三役会について
③平成 29 年度企業・団体の社会貢献活動トップセミナーについて
④平成 29 年度会員研修について
⑤災害用連絡網および資機材リストの見直しについて
⑥企業・団体の社会貢献活動情報誌「そろふぃあ 30 号」の
作成について
⑦第４回チャリティバザーについて
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○第３回運営委員会
開催日：平成 30 年３月 28 日（水）
会 場：県立長寿社会福祉センター 介護実習室
議 題：①平成 29 年度企業・団体の社会貢献活動トップセミナー
開催報告について
②平成 30 年度運営委員体制（改選）について
③平成 30 年度総会について
・平成 30 年度運営委員長表彰
・平成 29 年度事業報告（案）・収支決算見込み
・平成 30 年度事業計画（案）・収支予算（案）
④平成 30 年度企業・団体の社会貢献活動セミナーについて
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