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6 月１２日（土）ぱんじー事務所にて、第９回総会を開催いたしまし
誠に勝手ながら、

た。今回の総会は新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、人数を制限
した上で行わせていただきました。ご協力ありがとうございました。
総会では令和２年度の事業報告、決算報告を議案として提案し、提案
どおり会員のみなさまに承認をいただきました。事業報告等について

をお盆休みとさせていただき

はホームページに掲載していますので、ご覧ください。

ます。

令和３年度の事業計画、活動予算の報告では、甲賀市・湖南市から成

ご迷惑をおかけしますが、

年後見制度利用促進法に伴う基本計画策定の報告をいただく予定とな

よろしくお願いいたします。

っており、この計画の始期は令和４年度となることから、両市と連携し
ながら計画の実施に向けて準備を進めていく予定であることを報告し
ました。また、相談支援、法人後見受任につきましても、コロナ禍にお
ける事業の対応として感染拡大の防止対策をとりながら継続して取り
組んでいくことを報告しました。
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新理事あいさつ
このたび役員改選により理事に選任されました永坂です。「ぱ
んじー」の第三者委員として３年前から関わらせていただいてお
ります。「本人がお持ちの能力の活用と自己決定の尊重」を理念
に、本人の保護をするための制度ですが、揺らぐ本人の意志に耳
を傾けて調整するセンターの熱意と使命感に接して、自分の力不
足と安易にお受けしたことに反省しておりました。
人生 100 年時代と言われており益々の高齢化と障がい者のニ
ーズは高まると言われています。自分事として考えた時、自分の意志を持って地域でずっ
と暮らせたらいいなあ。不安がよぎります。これは私だけでなく誰もの思いであり、地域
で取り組む仕組みにこれまでの経験が生かせると思い、微力ではありますが、皆様のご指
導をいただきながら今度は理事としての役割を果たせたらと考えております。よろしくお
願いします。
理事

永坂茂美

新監事あいさつ
このたび、監事に就任しました中村

優と申します。

以前、甲賀市社会福祉協議会におりましたときに、ぱんじー
の創設を聞いておりましたが、このような形で関わらせていた
だきますことに身の引き締まる思いです。
成年後見制度については、まだまだ広く一般の方々に浸透し
ているとは言い難いところもありますが、関係諸機関との連携
のもとに、心おきなくご利用いただけることを願っておりま
す。
監事という職は、経験もありませんので、十分な職責を果たせるか不安ではございま
すが、皆様方のご指導を賜わりながら務めさせていただきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。
監事 中村 優

テーマ

「本人主体の支援の在り方」

ケアマネジャーや相談支援専門員などを対象に支援困難ケースに対する悩みを共有し、その解決に向けて各専
門職とともに考える機会として開催してきました研修会を今年度も下記日程で開催いたします。
今回は「本人主体の支援の在り方」をテーマとし、後見人も含めた支援チームが、本人主体の支援について悩
み、葛藤し、より良い形は何かを考える過程を、事例を通して一緒に考える研修会です。ぜひご参加ください。
講師

龍谷大学社会福祉学部現代福祉学科

山田
日時

容

教授

予約制
定員３０名

先生

ぱんじーへ予約を

令和３年９月１１日（土）１３：３０～１５：３０

お願いします

場所 オンラインにて（ＺＯＯＭ）
対象 障害者相談支援事業所相談員、相談支援専門員、居宅介護支援専門員、高齢者支援センター相
談員、地域包括支援センター職員、高齢・障害福祉行政担当者、リーガルサポート滋賀会員

等

甲賀・湖南成年後見センターぱんじーは、成年後見制度に関する相談業務を中心に、
成年後見制度の普及・啓発や利用支援、権利擁護支援等の事業を行っています。
一緒に地域の権利擁護の推進に力を発揮していただける方を募集しています。
○資

格

①社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を持っておられる方(見込み可)
②普通自動車免許（AT 限定可）

○募集人員

１人

○勤 務 先

NPO 法人 甲賀・湖南成年後見センターぱんじー 事務所
（甲賀市甲南町野田８１０番地

○基 本 給

法人給与規程による
（17９,６00 円～

○諸手当等

甲南地域市民センター）

経験者の方は、前歴により優遇あり）

・通勤手当
・時間外手当
・賞与あり
・社会保険加入
※その他の手当については、面接時等に説明。

○勤務時間

8 時 45 分～17 時４５分（8 時間勤務）

○

初年度１０日（６カ月継続勤務後）

○試用期間

６か月

電 話:0748-86-6161

相談会のお知らせ
専門相談（予約制）
弁護士相談

司法書士相談

毎月第２木曜日

毎月第４木曜日

※祝日等で開催日が変更する場合があります。
※どちらも時間は１３時から１６時までの１時間（定員３名）
※相談をご希望の方は１週間前までにぱんじーまでご予約ください。
団体会員の皆様 （令和３年７月１日現在）

（社福）甲賀市社会福祉協議会 様

（社福）湖南市社会福祉協議会 様

（特養）せせらぎ苑 様

（特養）レーベンはとがひら 様

（特養）美松苑 様

（特養）ヴィラ十二坊 様

（社福）しがらき会 様

（社福）椎の木会

落穂寮 様

（社福）やまなみ会 ゆとりあ 様

やまなみ工房 様

さわらび作業所 様

第２さわらび作業所 様

ケアセンターこうせい 様

NPO 法人 ここねっと 様

青少年自立支援ホーム 一歩

様

（特養） 兆 生 園 様

医療法人 ますだ内科医院

様

医療法人 小川診療所 様

障害者支援施設 るりこう園 様

（社福）近江ちいろば会 様

NPO 法人 むげ

エルディ

甲賀市デイサービスセンター

医療生協 こうせい駅前診療所 様
コナン行政書士・社会保険労務士事務所
（社福）甲

当法人の目的や事業に賛同し、ぱんじーを応援していただける方に
会員の加入をお願いしています。もちろん継続も受付中です！
正会員

個人１口

1,000 円／年 団体 5,000 円／年

賛助会員

個人１口

500 円／年 団体 3,000 円／年

（広報誌「ぱんじー通信」を年４回お届けします。正会員は総会での議決権あり。）

ＮPO 法人 甲賀・湖南成年後見センター
〒520-3308
滋賀県甲賀市甲南町野田 810 甲南地域市民センター
TEL：0748-86-6161
FAX：0748-86-6199
ホームページ：http://www.pan-g.com
E-mail : pan-g.koka-konan@iaa.itkeeper.ne.jp

ぱんじー

様

賀 会 様

ご支援・ご協力ありがとうございます！

様

様

