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みんなの広場

あったかハートをお届けします！

社協は住民の声を集める
みんなの広場

あったかハートをお届けします！

サングラス、マスクをして帽子をかぶった不審者役の人が、指導員の制止を
振り切って生活室に押し入ろうとしました。38 名の子どもたちは、本を読んだ
りブロックで遊んだりとそれぞれ自由に過ごしていましたが、「みんな、こっ
ちに集まって！」との指示に従って、すばやく指導員の下に集まり避難できま
した。篠原駐在所の堀江さんからは、さすまたの使い方や子どもの最終安全確
認、守山警察署への通報についての指導、また、防犯標語である「い・か・の・お・
す・し」や自転車の乗り方についての話があり、子どもにとっても指導員にとっ
ても学びの多い避難訓練でした。

不審者対応の避難訓練を行いました。不審者対応の避難訓練を行いました。不審者対応の避難訓練を行いました。

防災月間 特集防災月間 特集

７月 23日（木）～篠原学童保育所にて～

関連記事 P２～P３に掲載

「い・か・の・お・す・し」 「さすまた」を使って撃退！「い・か・の・お・す・し」 「さすまた」を使って撃退！
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ぼうさい探検隊ぼうさい探検隊ぼうさい探検隊
中主学童保育所では、５、６年生の子どもたちが「地域の防災マップつくり」の取り組みを始めました。

日本損害保険協会が実施する「ぼうさい探検隊」とは、子どもたちが楽しみながら町にある防災・防犯・

交通安全に関する施設や設備などを見て回り、マップにまとめる実践的な安全教育プログラムです。

９月は、防災月間です。
私たち学童保育所は、大勢の子どもたちの「心の安心」
と「安全な毎日」を心がけ、地域の皆さまのご協力を得
て生活しております。

〈自治会長さんにインタビュー〉 「消火栓の中はどうなっているかな？」

〈危険な場所がないか探険します！〉 〈西河原自治会館で防災用具を見ました〉

〈西河原では、立っている消火栓が多いそうです〉 「消防車も見学したよ！」

学童保育所長さんより学童保育所長さんより
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災害ボランティアセンターとは災害ボランティアセンターとは災害ボランティアセンターとは
災害が発生した際、被災者へのきめ細かな支援や、被災地の迅速な普及・復興を図る上で、

市民による自発的なボランティア活動の役割が大変重要視され

ています。

野洲市でも大規模災害が発生し、多数のボランティアの支援

が必要となった場合、ボランティア活動が効果的に展開される

よう、野洲市社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立

ち上げ、支援を必要とされる方と支援していただける方の調整

を行います。

９月は防災月間です９月は防災月間です９月は防災月間です

災害ボランティアセンターの様子災害ボランティアセンターの様子災害ボランティアセンターの様子

① ボランティア受付班 ② オリエンテーション班

③ ニーズ班 ④ マッチング班

① ボランティア受付班
ボランティアの登録手続・名札の作成・ボランティ
ア保険の手続等を行います。

② オリエンテーション班
活動に初めて参加するボランティアに対して、災
害ボランティアセンターの目的や活動内容を紹介す
るとともに、活動上の注意事項の説明をします。

③ ニーズ班
被災者からの依頼を受け付け、災害ボランティア
の方が安心して活動していただけるよう情報の整理
を行います。

④ マッチング班
被災者からの依頼を災害ボランティアの方に伝
え、グループを編成し、リーダーを決め、活動内容
の確認と詳細の説明を行います。
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今年も赤い羽根共同募金運動が
始まります。

今年も赤い羽根共同募金運動が
始まります。

期間 : 平成２７年１０月１日～１２月３１日期間 : 平成２７年１０月１日～１２月３１日

毎年、皆さまにたくさんのご協力をいただき、ありがとうございます。
今年も、赤い羽根共同募金運動の季節がやってきました。
野洲市で集まった募金は、その募金額の約７０％が野洲のまちをよくするために使われています。
残りの３０％は、市域を超えた広域的な課題を解決するために県内で使われています。

障がいのある方が、
事業を通じて、たくさ
んの人と交流し、地域
で共に過ごすことを目
指しています。
今年も7月31(金)に

ビワコマイアミランド
で250名が参加し交流
しました。

高齢者世帯や障がい者世帯のお宅の大掃
除や草むしりを行っています。
共同募金の一環である、歳末たすけあい

募金の事業です。
新しい年を気持ちよく迎えてもらえるよ

う、応援しています。

今年も、皆さまのご
協力をいただきなが
ら、野洲のまちをよく
するための事業を計画
しています。
皆さまのご協力をよ
ろしくお願いします。

福祉交流事業

地域の方に福祉に対
する認識を深めてもらう
とともに、実践と連携の
輪を深めるために、地域
福祉の推進に貢献された
方の表彰や、講演会を
行っています。

野洲市社会福祉大会

子育て中の保護者を地
域で応援するために、学
区や自治会等でサロンを
開催されています。
子育てサロンが、親子

同士の交流の場となって
います。

子育てふれあいサロン助成

日常生活自立支援事業

野洲のまちではどのように使われているのか、一例をご紹介します。
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ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会
ファミリーサポートセンターとは… 育児の手伝いを受けたい人（おねがい会員）と育児の手伝いが

できる人（まかせて会員）が会員となって助け合う組織です。

7/3（金）10：00～12：00

スクラップブッキング
講 師：中島　なみさん

預かりや送迎等のサポートを必要とされて
いる方がいらっしゃいます。
ご都合の良い時間に自分に合った内容のサ
ポートをお願いしていますので、気軽にお問
い合わせください。

地域で子育てのお手伝いを
していただける方を募集しています

平成27年度

11/10（火）10：00～11：30

耳が不自由な人との
　　　コミュニケーションを知ろう

9/15（火）10：00～11：30

ウェルハピネス体操
講 師：吉田　惠子さん
会 場：コミセンなかさと

10/6（火）10：00～11：30

絵本の楽しみ

10/16（金）10：00～11：00

私の子育て
講 師：角谷　美喜子さん
会 場：コミセンきたの
障がいのある方の家族さんの思いをお聞きします。

10/27（火）9：30～13：30

簡単料理とお手軽おやつ
講 師：西村　典子さん
会 場：コミセンきたの 調理室

終了しました

持ち物等、お問合せください。

野菜が苦手な子どもにも食べてもらえる簡単料理や
手軽に作れるおやつを一緒に作りませんか。

11/17（火）10：00～11：30

子育てを楽しむための豆知識
講 師：放課後デイサービス きらら
　　　 大岡　とし美さん
会 場：コミセンなかさと

12/8（火）13：30～15：00

子どもを安心安全に育てるために
講 師：たちいり小児科医院
　　　 立入　利晴さん
会 場：コミセンきたの

2/19（金）10：00～11：30

音楽宅急便＆子ども用品交換会
講 師：田中　朋未さん
会 場：コミセンなかさと
音楽にふれて親子で楽しい時間を過ごしましょう。

講 師：野洲市聴覚障がい者協会
会 場：コミセンなかさと

野洲市社会福祉協議会
【野洲市ファミリー・サポート・センター】

TEL. 589-5960TEL. 589-5960
※ 講習は、単発で参加も可です。
※ それぞれの開催日の1週間前までにお申し込み
　 ください。
※ 託児が必要な方はお申し出ください。

申込み

ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会ファミリー・サポート・センター講習会＆交流会

当日参加OKです

講 師：野洲図書館　谷口　雪子さん
会 場：コミセンなかさと

～ どなたでもお気軽にご参加ください。～
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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27年9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

ダイトロン福祉財団様より助成を受け、備品を購入しました。

第二出合いの家の開設に当たり、80万円の助成を受け、

３件（コピー機、ステンレス調理台、プロジェクター）の備品を

購入しました。新施設をスタートし、色々なものが足りなく

不便をしていましたが、複数の備品を同時に購入でき、とて

も活動がし易くなりました。誠にありがとうございました。

ダダダイイイトトトロロロンンン福福祉祉財財 ののの
助助助成成成ををを受受受けけけままましししたたた
ダイトロン福祉財団の
助成を受けました。

社会福祉法人　出合いの家

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お問合せ

介護者家族の会  懇談会のお知らせ

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。

（平成27年6月11日～平成27年8月12日）
《金員の部》

《物品の部》

善意銀行だより

大畑女子有志 様
須原自治会 様

20,000円
6,760円

匿　名 様
寺内　和佳子 様
レインボーグループ 様

靴下 ５足
チャイルドシート

車椅子 １台

東日本大震災義援金お礼

野洲市社会福祉協議会で受付けております義援金について、皆
さまからのあたた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。

野洲市地区赤十字奉仕団 一日研修会参加者一同  様

24,888,231円義援金合計額

（平成27年6月1日～平成27年7月31日）

※参加費（会費）：１回につき100円

９月16日 ㈬

10月 6日 ㈫

10月21日 ㈬

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　　　所 時　  間

どなたでもお気軽にご参加ください。どなたでもお気軽にご参加ください。どなたでもお気軽にご参加ください。

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？ 野洲市

健康福祉センター
（辻町433-1）

ううござござがががやりありいい やいやいやかかか う ざうううごごご したと たいいい いいい いがととと いいいやりあり とといい やや いまかか が ざざか がが
す。有効に使わせていただきますわわ効に使わせていた

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。

◆日赤滋賀県支部  野洲市地区受付分

おしらせ版

レインボーグループさんから車椅子を寄付していただきました。

プロジェクター

ステンレス調理台コピー機

ボ ラ ン ティ ア を
募 集し て い ま す！！

日　時 平成27年10月18日（日）（雨天決行）

問合せ・申込先

〒520-2331  野洲市小篠原490-1

介護老人保健施設  野洲すみれ苑

内　容 ◆模擬店のお手伝い
◆会場内の案内係
◆駐車場の案内係などお願いしたいと思います。

集合時間 午前９時30分
（祭りの開催時間は、11：00～15：00の予定です。）

TEL：588-3001（担当：小林さん・西田さん）

～ 第２回 野洲すみれ祭り ～～ 第２回 野洲すみれ祭り ～～ 第２回 野洲すみれ祭り ～


