
　平成30年４月からヴィルヌーブ野洲自治会で、ヴィルサ
ロン（小地域ふれあいサロン）が始まりました。
　次ページでその様子を紹介させていただきます。

サロンサロンサロンサロン 始めました！始めました！始めました！
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Ｑ．サロンの名前は何ですか。
Ａ．ヴィルサロンです。（マンションの名
称がヴィルヌーブ野洲）

Ｑ．参加者は何人ぐらいですか。
Ａ．10名ぐらいです。参加者の年齢は
50代後半～80代です。

Ｑ．どれぐらいの頻度で開催されてい
ますか。

Ａ．現在は毎月１回、13時～15時に開催
しています。今回で３回目になりま
す。

Ｑ．サロンをはじめられたきっかけは何
ですか。

Ａ．マンションの管理組合の理事会で
顔合わせたことがきっかけで、その
仲間を中心に声を掛けあって集まり
ました。

Ｑ．活動内容は何ですか。
Ａ．主に作品づくり、元気体操、茶話会
です。作品づくりと元気体操は参加
者の中に教えてくれる人がいて、楽
しんでやっています。

Ｑ．運営費についてはどうされています
か。

Ａ．マンションの管理組合に集会室の
申請を出すことにより、会場は無料
で利用できます。
　今年度から社会福祉協議会の小
地域ふれあいサロン事業補助金を
申請し、交付決定されれば運営費
等に活かしたいと考えています。

Ｑ．サロンに参加された感想は。
Ａ．作品づくりや体操など色々と教えて
もらえて楽しい。適度に疲れて夜
ぐっすり寝られるようになりまし
た。
　それに、今まで顔さえわからな
かったのが、外で買い物していると
きに、サロンの仲間に声をかけても
らえるようになって嬉しいし、何よ
り近所でお話相手が増えて心強い
です。

社会福祉協議会職員がインタビューしてきました

　ヴィルヌーブ野洲自治会の高齢化率は9.4%（平成30年4月1日現在）と他の地域
より低いですが、このサロンは住民のつながり意識をもとに始まりました。
　何かが始まるときは年齢や対象者を問わずワクワク感があるものです。
　インタビューを通して、職員も元気をいただきました。
　野洲市社会福祉協議会では、今後もサロン活動を支援していきます。

職員のコメント
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自治会等で開催されるサロン等で活用していただけるよう無料で備品を貸出しています。貸出しには申請
が必要です。印かんをご準備の上、社協の窓口で申請をしてください。電話で仮予約も受け付けています。

他にも下記の備品を用意しています。どうぞご活用ください。

サロン備品等貸出事業サロン備品等貸出事業サロン備品等貸出事業を ください活用活用活用

貸出備品人気ベスト４

１位 カロム１位 カロム１位 カロム

２位 輪投げ ３位 ハンドべル ４位 スマイルボーリング

丸型輪投げ シャッフルゲーム ゲーゴールゲーム バッコン

ピンダー スローイングビンゴ ソフトダーツ 釣りっこ

唱歌かるた ととあわせ ビンゴゲーム

野洲市社会福祉協議会のホーム
ページからもご覧いただくことが
できます。
申請書もダウンロードできます。

電話：589-4683
FAX：589-5783

お問い合わせ・申込み
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９/13（木） 10：00～12：00
「子どもの笑顔はみんなの安心」
～ ストップ！子ども虐待 ～

会 場：コミュニティセンターやす　会議室②
講 師：野洲市家庭児童相談室　木下　英幸さん
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11/2（金） 9：30～11：30
「日赤幼児安全法」Ⅰ
～ 子どもに起こりやすい事故の予防 ～

会 場：コミュニティセンターきたの  2Ｆ学習室
講 師：日赤滋賀県支部指導講師

７

11/16（金） 9：30～11：30
「日赤幼児安全法」Ⅲ
～ 災害時の乳幼児支援 ～

会 場：コミュニティセンターきたの  2Ｆ学習室
講 師：日赤滋賀県支部指導講師

９

12/13（木） 10：00～12：00
「発達障がいの方への理解」
～ ともに生きるために知っていただきたいこと ～

会 場：コミュニティセンターやす <予定＞
講 師：野洲市発達支援センター　細谷  亜紀子さん

11

11/28（水） 10：00～11：30
「まかせて会員懇談会」Ⅱ
～ 日ごろのサポート活動から ～

会 場：北部合同庁舎  2Ｆ会議室

10

11/９（金） 9：30～11：30
「日赤幼児安全法」Ⅱ
～ 一次救急救命処置 ～

会 場：コミュニティセンターきたの  2Ｆ和室
講 師：日赤滋賀県支部指導講師

８

10/25（木） 10：00～12：00
「子どもの遊び体験」
～ ボードゲーム編 ～

会 場：篠原学童保育所施設内
講 師：学童保育所指導員

６

９/27（木） 10：00～12：00
「アンガ―マネジメント実践講座」
～ 子どもへのイライラにどう向き合うか ～

会 場：コミュニティセンターやす  研修室①
講 師：アンガ―マネジメント協会
　　　 シニアファシリテーター　小出　民雄さん

４

「まかせて会員懇談会」Ⅰ
～ 日ごろのサポート活動から ～

７/11（水） 10：00～11：30

会 場：北部合同庁舎  2Ｆ会議室②

2

今後の予定 平成31年1月に交流会を予定しています。
案内は社協やす11月号にて。

ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会のご案内ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会のご案内平成30年度 ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会のご案内ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会のご案内

５/30（水） 10：00～11：30
～ えいごで遊ぼう会 ～

1 交流会

10/16（火） 10：00～12：00
～ 活力整体 ～
活力整体とは…歪や痛み。コリが出た身体を「ゆるめ」て
不快な症状を改善、また予防麻座すもの。最大のポイン
トは「脱力」とのこと。まずは体験してみませんか。

会 場：コミュニティセンターきたの  ２F和室
講 師：中村　敦子さん

５ 交流会

どなたでもご参加いただけます。ぜひご友人も
お誘い合わせて一緒にご参加ください。

地域の子どもたちをみんなで育て見守るために「子どものこと」や
「子育てに関すること」を学んだり情報交換することを目指して講
習会及び交流会を開催しています。

（※託児が必要な方は参加申し込み時にお知らせください。）

参加希望の方は事前に申込みをしてください。先着順です。

電話：589-5960　 FAX：589-5783

お問い合わせ・申込み

終了しました

終了しました
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（平成30年４月26日～平成30年６月30日）《金員の部》

《物品の部》

温かい思いやりありがとうございました。
有効に使わせていただきます。

善 意 銀 行 だ よ り

大畑女子有志 様
一般社団法人
野洲市給与所得者の会 様
有限会社 山王都市開発 様
昭和30年度野洲西小学校６年B組同級会 様

２０，０００円

5００，０００円
１００，０００円
３０，０００円

匿名
大畑女子有志 様
大畑サロン 様
村田製作所 様
福岡  賢一 様
匿名
匿名

下着
下着

タオル　雑巾
羊羹　300個

カラオケ機器一式
じゃがいも
米11袋

義 援 金 お 礼

　野洲市社会福祉協議会で受け付けております義援金について、
皆さまからの温かいご協力をいただきありがとうございます。
　引き続き義援金の受付を行っておりますのでご協力をよろしく
お願いいたします。

(平成30年5月1日～平成30年6月30日)

日赤滋賀県支部　野洲市地区受付分
平成28年 熊本地震災害義援金

東日本大震災義援金

野洲市管工事協同組合・野洲市上下水道課 様
※上記以外に匿名の方や募金箱等にもご協力をいただいております。

※匿名の方や募金箱等ご協力をいただいております。

義援金合計額　 1,620,885円

義援金合計額　25,030,683円

災害募金のお知らせ
「平成３０年 大阪府北部地震災害義援金」の受付について

受付期間　平成３０年６月２２日（金）～
　　　　　平成３０年９月２８日（金）まで

障がいのある人やその家族が身近に相談できる場所とし
て、野洲市社会福祉協議会内に『野洲市社協障がい者相談
支援センター』をご存知ですか？
生活上の相談や福祉サービス全般の相談について、専門

の相談員が対応しております。相談は無料です。お気軽にご
利用ください。

　日　時    7月25日（水）～8月23日（木）  
　　　　　（土日、8月10日～1５日は閉所）１８日開催
　　　　　 9：00～17：00  ※1日のみの参加も歓迎
　場　所    びわこ学園医療福祉センター野洲 地域交流スペース
　　　　　 野洲市北桜978－2
　　　　　 ※野洲駅からの送迎あり（野洲駅南口 ８：４０発 銅鐸博物館 ８：４５発）
　　　　　 ※マイカー・バイク可
　内　容    プール・水遊び・調理実習・工作・リズム活動・
　　　　　 紙芝居・人形劇・粘土活動・キャンドルづくりなど
　　　　　 （子どもさんと一緒に活動に参加したり、遊んだりしていただきます。）
　その他    ※交通費相当として１日1000円支給します
　　　　　　（参加最終日に一括支給）
　　　　　 ※昼食支給あります。（食堂利用のチケット配布）

担当：びわこ学園医療福祉センター野洲   廣谷（ひろたに）
電話：077－587－1144　　FAX：077－587－4211
MAIL：m_hirotani@biwakogakuen.or.jp
　　　bg.yasu-shien@ezweb.ne.jp
HP：http://www.biwakogakuen.or.jp

お問い合わせ
申込み

野洲市障がい児サマースクール
ボランティア募集

野洲市障がい児サマースクール
ボランティア募集

野洲市障がい児サマースクール
ボランティア募集

障がいのある子どもたちと一緒に夏休みを楽しく過ごしませんか？

野洲市社協障がい者相談支援センターって？

受付方法
① 社協で受付致します。
② 直接送金する方法（送金締切日 平成３０年１０月３日㈬）
〈日本赤十字社における義援金受付〉
ゆうちょ銀行・郵便局
 口座記号番号　００１２０－５－５８７８６４
 口座加入者名　日赤平成３０年大阪府北部地震災害義援金

・受領証の発行を希望の場合は、「受領証希望」と通信欄に
ご記入ください。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数
料は免除されます。

一般社団法人 野洲市給与所得者の会様よりご寄付いただいた50万
円については、野洲市民生委員児童委員協議会の実施する各学区子
育てサロン等への指定寄付としていただきました。

◎相談をできる人は？
・障がいをお持ちのご本人、ご家族、関係者様などが利用できます。

◎どのようなことを相談できますか？
・日常生活上の悩み、福祉サービスの利用、家族の不安や悩みな
どです。

◎障がい者相談支援センターでは
・来所された方や電話相談に対して、また訪問等により専門の職
員が対応します。
・個人の状況に合わせた支援をご本人、ご家族と一緒に考えます。
・各種福祉サービスの紹介などもします。
・必要に応じて教育、高齢、福祉関係など他の領域の相談窓口と
連絡調整をします。

みなさん是非ご利用してくださいね。
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この広報誌は、一部赤い羽根共同募金の配分金で作成しています。

平成30年7月１5日

滋賀県野洲市西河原2400番地

E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

お詫び 「社協やす５月号」の記事に誤りがありましたので、下記の通り訂正してお詫びします。
２ページ  こどもの家（学童保育所）123ヶ所運営→ 23ヶ所運営

野洲市社会福祉協議会
電話：589-4683　FAX：589-5783お問い合わせ・申込み

野洲市社会福祉協議会　職員募集野洲市社会福祉協議会　職員募集野洲市社会福祉協議会　職員募集
学童保育所　臨時職員

特別な支援が必要な児童の保育業務など
資格/年齢　不問
就業場所　野洲市内の学童保育所
勤 務 日　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）※土曜日勤務可
勤務時間　午後２時３０分から午後６時３０分までの４

時間勤務
　　　　　但し、春･夏･冬休み等の学校休業期間中

(土･日･祝日、年末年始を除く)は、午前８時
３０分から午後６時３０分までの内８時間勤務

賃　　金　時給９５０～１，150円（年１回昇給あり）
　　　　　本会の規程により通勤手当、有給休暇、

雇用保険への加入あり

学童保育所　アルバイト
子どもたちの成長と安全を見守っていくお仕事です
資格/年齢　不問（大学生可）
勤 務 日　月曜日～金曜日（週3日以上）
　　　　　※応相談
勤務時間　午後２時３０分から午後６時３０分までの４

時間勤務　※応相談
　　　　　春･夏･冬休み等の学校休業期間中は、午

前8時30分～午後6時30分までの内４～
８時間勤務

賃　　金　時給９００～９５０円
就業場所　野洲市内の学童保育所

おしらせ版

野洲市介護者家族の会　 事務局  野洲市社会福祉協議会 TEL 589-4683  FAX 589-5783お問い合わせ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

福祉交流事業開催のお知らせ

※参加費（会費）：１回につき100円

日頃の介護で“しんどい”思いを持っておられる方々と、共に語
り合い、経験と知識を深めながら、介護が“気軽に”できることを
願って定期的に懇談会を開催しています。

どなたでもお気軽にご参加ください。

７月18日 ㈬

８月15日 ㈬

９月19日 ㈬

野洲市
健康福祉センター
（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間介護者仲間がつどい、介護ってどういうこと？
認知症ってどういうことなの？など、共に語り合いませんか！

介護の悩みを気軽に相談できる場、認知症や介護に関
する情報交換、同じ悩みを持つ人との交流の場など皆さん
の集いの場として気軽に参加下さい。認知症の人や、家族
が気軽に外出できる場としてもご利用ください。
対　象
参加費

お問い合わせ

どなたでも　＊予約不要
無料　＊飲み物やお菓子（各100円程度）の実費負担有り
野洲市地域包括支援センター　TEL 077－588－2337

介護カフェおこしやす開催中～ ! !

８月７日 ㈫
９月４日 ㈫
10月２日 ㈫
11月６日 ㈫

野洲市
健康福祉センター
1階 旧デイサービス室

（辻町433-1）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

障がいのある人が事業を通して、多くの人と交流し、
人と人とのふれあいを深め、ともに助け合って生きる
地域社会づくりを目的に毎年実施しています。

バーベキュー大会バーベキュー大会バーベキュー大会バーベキュー大会
日　時 平成30年7月27日㈮  11：00～
場　所

お問い合わせ 野洲市社会福祉協議会
TEL：589-4683  FAX：589-5783

ビワコマイアミランド（野洲市吉川3326番地1）
参加費 1,000円（一般・中学生以上）　500円（小学生）

＊小学生未満は無料です。


