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10月３日から31日にかけて合計５回、地域福祉サポーター養成講座を実施しました。
私たちが日々何気なく暮らしている中で、高齢者世帯や一人暮らし世帯の方などは「ちょっとこれ

頼めへんかなぁ。」「相談したいんやけど、だれか聞いてくれへんかなぁ。」ってことがたくさんあ
り、いろいろな悩みを抱えて生活されているかもしれません。そんなちょっとした困りごとが言
え、たすけあえる地域を目指し、講座終了後も受講者の皆さんと定期的に地域福祉について話し合
い、学んだことを皆さんへ発信していこうと計画中です。

講座終了後、受講者を対象に第１回の交流会を11月16日に実施しました。
温かい飲み物と和やかな雰囲気の中、地域でされている助け合いやボランティアの話、「仲間が集
まったらこんなことがしたい。」など日頃何気なくされていることをお話しいただきました。
次回は下記の日程で開催いたします。交流会に興味のある方はぜひご参加下さい。

日　程：平成26年１月31日(金) 
　　　　９：30～11：30
場　所：野洲市社会福祉協議会  会議室（野洲市吉地1127  ふれあいセンター内）

◆昔のような近所付き合いが出来るといいな。
◆「助けて」という勇気も大切。
◆噂話ではなく、「助けたい」という思いをもって気がか
りな人のことを話題にする。
◆生活の相談は親しい関係にならないと話すのは難し
いと思う。まずはより良い人間関係を築いていくこ
とが大事だと思います
◆回想法で脳が活性化すると笑顔になり身振り手振り
が出てくる。自分も体験しすごく楽しく懐かしく話が盛り上がりました。
◆どのようなボランティア活動であっても常にボランティアを受ける人の身になって行うことの大
切さ。時にはこちらが善意と思っても、受けられる人にとっては迷惑かもしれない。
◆日頃の生活の中で自分のやれることを少しずつ行っていくことが重荷にならず長続きできるコツ
だと思います。

平成25年

地域福祉サポーター養成講座
平成25年度

地域福祉サポーター養成講座
平成25年度

地域福祉サポーター養成講座

受講者のアンケートより

第１回 地域福祉サポーター養成講座  交流会を実施しました！第１回 地域福祉サポーター養成講座  交流会を実施しました！

次回交流会

終
了

第10回「小学生のぼうさい探検隊マップコ
ンクール」で野洲第３・４学童保育所の「ぽっ
こんキッズ探検隊」が作成した防災マップが
滋賀県で唯一、佳作に選ばれました。

ぼうさい探検隊
　　　マップコンクール
ぼうさい探検隊
　　　マップコンクール
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地域福祉活動フォーラムinしが地域福祉活動フォーラムinしが地域福祉活動フォーラムinしが地域福祉活動フォーラムinしが

11月20日に行われた2013地域福祉活動フォーラムinしがで野洲市から２名の方が事例報
告をされました。当日は県内外から500名を超える参加者のなか、午後からの第３分科会で志
賀健一さん、第４分科会で前田龍男さんの発表がありました。

サロンでは漢字クイズや算数の計算、ぬり絵などの活動をしながら、

「何よりも大事なのはおしゃべりすること。おしゃべりがあれば、毎月

何をするかで悩むことがありません。漢字クイズや算数などは話のネタ

として使ってもらうために用意しています。」と話されました。

そして、自らも介護経験のある志賀さんは、「これまでサロン参加者の

方の様子から、認知症が疑われる場面がありました。サロンのお世話を

する人は、介護や認知症の知識を持ってもらうことで、そういった場面

に慌てることなく対応することが出来ます。」と話してくださいました。

志賀さん自らがまず、「楽しむこと」を大切にされ、参加者の方を上手に

巻き込みながら、周りを楽しませておられることが伝わってきました。

「おしゃべりと笑顔と雑談」を基本とされる姿勢が、サロンの原点であ

り、魅力であることに改めて気付かせてもらいました。

■ 志賀　健一 さん　　　　　　　　　　　■

冒頭、120名の参加者を前に『ラジオ体操の歌』で登場

され、聞き手の心をグット捕まえてのスタート。

福祉健康委員会の活動紹介や今年の10月からスタート

した「つなぐの会」の内容について分かりやすく丁寧に発

表いただきました。

参加者は、実際に地域の支え合い活動に取り組んでおられ

る方が多く、活動する中での悩みの相談やもう少し具体的に

聞きたい内容について質問をされ、事例報告者が各地域で

行っている対応についてお話いただきました。

どこの地域でも課題は同じで、近江富士第五区では「とり

あえずやってみよう。」と悩みながら実施されている様子や、

「地域の子どもたちは地域で育てます。」と言い切られた言葉

に参加者から感動の声が上がりました。

■ 前田　龍男 さん　　　　　　　　　　　■

とりあえず
　やってみよう！

ワイワイガヤガヤ
おしゃべりと笑顔と
雑談がモットーです。

冨波湖州平自治会 ／ 近江富士第五区自治会

冨波湖州平自治会
ふれあいサロン  世話人（　　　　   ）

（　　　　   ）近江富士第五区自治会
福祉健康委員会  委員長
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① 学童保育所　指導員（嘱託職員）

② 学童保育所　指導員（臨時職員）

①② 共通事項

【業務内容】学童保育所（放課後児童クラブ）の保育業務等付随する業務全般
【募集人員】若干名　　　　【給与】164,300円～
【資　　格】幼稚園・小・中・高等学校教員免許、保育士、児童厚生１・２級指導員資格のいずれかを取得している方
　　　　　　　 （平成26年３月31日までに取得見込みの者を含む）
【申込締切日】平成26年２月４日（火） 午後５時15分まで

【雇用期間】平成26年４月１日から平成27年３月31日まで（更新の可能性有）
【申込受付】月曜日～金曜日（祝日を除く） 午前８時30分から午後５時15分まで

【業務内容】特別な支援が必要な児童への保育業務等付随する業務全般
【募集人員】10名　　　　【時給】850円～900円
【申込締切日】平成26年２月５日（水） 午後５時15分まで

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

＊詳しくはお問合せ下さい

TEL：589-4683
FAX：589-5783

ファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センターファミリー・サポート・センター

今回は、おねがい会員でもあり、まかせて会員でもある『どっちも会員同士』のサポートの様子をご紹介し
ます。ご友人同士どちらも『どっちも会員』に登録し、子どもを預かったり
預かってもらったり…というお二人です。会員になることで、もしものケガ
等に備えて補償保険に加入でき、またサポートのルールをそのまま使うこと
ができます。さらに相手の都合が悪くサポートをお願いできないような状況
時には新しく他の会員さんのサポートを受けることができます。ファミサポ
の仕組みをうまく使っていただいている例です。

ファミサポ会員さんから
お預かりした声を紹介します！
ファミサポ会員さんから
お預かりした声を紹介します！
ファミサポ会員さんから
お預かりした声を紹介します！

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。

野洲市ファミリー・サポート・センターとは

野洲市ファミリー・サポート・センター　TEL 589－5960　FAX 589－5783お問合せ
(野洲市社会福祉協議会 内 ）

サポートのようす
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平平平平成成成成22225555年年年年度度度度　平成25年度　野洲市社会福祉大会
日  時

場  所

内  容

平成26年１月18日（土）
午後１時30分～午後４時まで（受付は午後１時～）

コミュニティセンターきたの　大ホール

1）式典 　表彰式、感謝状授与 等

2）講演「減災への一歩 ～私達にできること～」
　　　 　　講師：高島市災害ボランティア活動連絡協議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　木村　佐登志 さん
　　　　　　　　 高島市社会福祉協議会  地域福祉課  コミュニティワーカー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  西村  一真 さん
☆平成25年度 滋賀県社会福祉協議会 会長表彰を受けられた
　ボランティアグループ「ラス・フローレス」のみなさんが
　フラメンコを披露してくださいます。

お楽しみに！！お楽しみに！！お楽しみに！！お楽しみに！！

地域福祉権利擁護事業
あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！あなたの暮らしの“安心”をお手伝いします！

Q１. どんな人が利用できるの？

Q２. どんなサービスが受けられるの？

Q３. どうやったらサービスが利用できるの？

自分ひとりで判断をすることに不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。
たとえば、認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者など判断能力が不十分な方が対象です。

　福祉サービスを利用する際のさまざまな手続きや契約、預金の出し入れ、生活に必要な利
用料などの支払い手続き、年金や預金通帳など大切な書類の管理などをお手伝いします。

まずは、社会福祉協議会までご連絡ください。

生活に対する困りごとや悩みごと、こんな風に暮らした
いという希望はそれぞれ違います。私たちはそんな一人ひ
とりの暮らしをしっかりとサポートできるように一緒に考
えていきます。気軽にご相談ください。

日常的金銭管理サービス 書類等預かりサービス福祉サービスの利用援助
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平成26年１月１5日
E-mail : fukushi@yasu-syakyo.or.jp http : //www.yasu-syakyo.or.jp

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。

おしらせ版

（平成25年10月11日～平成25年12月10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
須原自治会 様
妓王まちづくり推進協議会 様
大畑女子有志 様

近江冨士健身会 様

20,000円
8,974円
30,000円
20,000円

196,000円

匿　名
野洲　弘恵 様
匿　名
匿　名
匿　名
南井　栄彦 様

草刈機
紙オムツ、カイロ、衣類

切手80円×45枚　子ども服15着
米 40㎏

湯呑み一式
もち米 30㎏

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

※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、ともに
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。

１月15日 ㈬

２月 4日 ㈫

２月19日 ㈬

３月 4日 ㈫

野洲市健康福祉センター
（辻町433-1）

ふれあいセンター
（吉地1127）

ふれあいセンター
（吉地1127）

ふれあいセンター
（吉地1127）

13：30
〜
15：00

期　　日 場　　　所 時　間

障がいを持つ子どもさんと一緒に遊び、楽しくすごして
いただける方を募集中です。

日　時 ３月25日（火）～４月８日（火）
土日、４/１を除く10日間
9：00～17：00

場　所 びわこ学園医療福祉センター野洲（北桜978-２）

その他

問い合わせ・申込先

野洲駅までの送迎あり（要申込）
昼食は持参でお願いします。

びわこ学園医療福祉センター野洲（担当：高雄さん）
電話：077-587-1144　FAX：077-587-4211
E-mail j_takao@biwakogakuen.or.jp

問い合わせ・申込先

びわこ学園医療福祉センター野洲（担当：高雄さん）
電話：077-587-1144　FAX：077-587-4211
E-mail j_takao@biwakogakuen.or.jp

野洲市障がい児
スプリングスクール
ボランティア募集

11月15日号で掲載しました社協会費お礼のコーナーで会社名
に誤りがありました。正しくは右記のとおりです。お詫びして訂
正します。

広報の訂正
正

目黒化工㈱　滋賀工場

（内 10，000円  にっこり作業所へ）

（母子福祉 のぞみ会へ）（東日本大震災で被災し、野洲市に避難された世帯へ）

＊学園内食堂利用可（自費）要申込

緩和医療の現場で迷うこと～それぞれの選択～

堀　泰祐 氏
（成人病センター院長補佐　緩和ケア科 主任部長）

平成26年１月18日（土）10：00～12：00

びわこ学園医療福祉センター野洲　地域交流スペース

500円

マイカー可
野洲駅北口より送迎有（要予約） ９：30集合

テーマ

講　師

日　時

場　所

参加費

送　迎

び 学学わわここ
セセセンンタタ
公

びわこ学園
医療福祉センター野洲

公開講座

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、
ともに語り合いませんか？

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、
ともに語り合いませんか？


