
８月10日、20日、29日の３日間、中主デイサービ
スセンターの利用者と中主第１・第３・第４学童保育
所の子どもたちとの交流会がありました。子どもたち
は、歌や踊り、ハンドベルの演奏などを披露し、最後に
は毎回、手作りのプレゼントを渡しました。短い時間
でしたが、笑顔あふれる交流会になりました。
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ボランティアしてみませんか？ボランティアしてみませんか？ボランティアしてみませんか？ボランティアしてみませんか？

　車いすを使用されている方との交流やリハビリを目的
に、車いすレクダンスの指導と施設等で車いすダンスの披
露をしています。

活　動　日団　　体 活 動 場 所

第２・４土曜日
9：30～11：30

車いすレクダンス
野洲・中主支部

コミセンなかさと

フェルトをはじめ、いろいろな布を使って点字カレンダー
の挿絵やおもちゃの製作・貸出をしています。

活　動　日団　　体 活 動 場 所

第１・３金曜日
9：00～12：00

布絵本グループ
つくし

ふれあいセンター

聴覚障がい者・難聴者（耳の不自由な人）との交流を通して、聞こえないとはどういうことかとい
う理解を深め、手話・要約筆記の学習をしています。

活　動　日団　　　　体 活 動 場 所

第２・４金曜日
19：00～20：30手話サークル　あゆみ 図　　書　　館

毎週水曜日
10：00～12：00手話サークル　ともしび 野洲市健康福祉センター

第１・２・３日曜日
14：00～16：00手話サークル　ひまわり コミセンなかさと

第２・４火曜日
９：30～11：30要約筆記サークル　チェリー ふれあいセンター
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ボランティアセンター  ～きらり～ボランティアセンター  ～きらり～ボランティアセンター  ～きらり～

みなさんも私たちと一緒にみなさんも私たちと一緒にみなさんも私たちと一緒にみなさんも私たちと一緒にみなさんも私たちと一緒にみなさんも私たちと一緒に

　南京玉すだれや皿回し、バルーンアートなどの大道芸
を中心に公演活動を行っています。

　視覚障がい者（目の不自由な人）
の情報保障のため、市が発行する
広報紙を朗読してテープに録音し
たり、依頼される本の吹き込みを
行うほか、個人の依頼で、対面朗
読や出前朗読も行っています。

　古切手の収集整理を行い、
収集団体に送っています。

活　動　日団　　　体 活 動 場 所

第２木曜日
9：00～12：00

古切手整理グループ ふれあいセンター

活　動　日団　  体 活 動 場 所

第１・３月曜日
9：00～12：00

レク・すだれ ふれあいセンター

活　動　日団　　体 活 動 場 所

第２・４月曜日
10：00～12：00

野洲朗読グループ
さえずり

野洲市健康福祉センター

　視覚障がい者（目の不自由な人）
のために、ゴミカレンダーやJRの
時刻表などを点字に訳しています。

　点字絵本、図書館の本の点字訳や
点字カレンダーの作成などをしてい
ます。

活　動　日団　　体 活 動 場 所

第１水曜・第３金曜日
13：30～16：00

野洲点字サークル 野洲市健康福祉センター

活　動　日団　　体 活 動 場 所

第１・３月曜日
9：30～12：00

点字絵本グループ ふれあいセンター

今回紹介したグループは、それぞれ新しい仲間を募集されています。
興味をもたれた方は、ぜひお問合せ下さい。お待ちしております。

ボランティアに関するお問い合わせは…

　野洲市社会福祉協議会ボランティアセンター　電話  589-4683　FAX  589-5783
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野洲市ファミリー・サポート・センター
　　　　　　　　　　　　（ 野洲市社会福祉協議会 内 ）

お問合せ TEL  589-5960　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・センターファミリー・サポート・センター 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

子育てや子育て支援の活動に役だてるため、６月から10月まで講習会
を開催しています。
９月からの後半は日本赤十字社「幼児安全法」で、子どもの事故予防

やケガや病気の応急手当について研修します。
どなたでも受講していただく事ができますので関心のある方はご連絡

ください。

ファミサポ講習会開催しました。
平成24年度
ファミサポ講習会開催しました。

前半講習を受講された皆さんの感想です。前半講習を受講された皆さんの感想です。前半講習を受講された皆さんの感想です。前半講習を受講された皆さんの感想です。

第１回【保育の心】
　講師の先生の全ての子どもや親に
対する大きな愛を感じました。
　ありがとうございました。

第１回【保育の心】
　子どもの置かれている現状がよくわかった。改め
て、子どもへの接し方を考え直しました。とてもい
いお話が伺えた。

第４回【参加者交流会】
　子育てを終えられた先輩お母
さんたちとの交流の場は普段全
くないのでこういった機会を持
てることはとてもいいと思う。

第２回【子育て支援の現状】
　ファミリーサポートのまかせて
会員さんの実際の活動の様子が聞
けてとても参考になりました。

第２回【子育て支援の現状】
　それぞれの立場でいろいろとご苦労され
ていることなど知ることができた。

第３回【発達障がいの理解】
　困っている子どもさんの関
わり方のポイントがわかって
よかった。

第４回【子どもの遊び】
　手遊びやわらべ歌、でんでん太
鼓つくりができて楽しかった。

80歳以上の方を対象に２ヶ月に１回サロンを開

催しています。毎回約20名の参加者があり、健康

推進委員さんによる健康チェックや室内ゲーム、

年１回のバスでの野外活動やボランティア観光ガ

イドさんによる地域の紙芝居を鑑賞。また、地元

産の食材を使ったボランティアさん手作りの昼食

やおやつも毎回、大好評です。その名のとおり、

みなさんが楽しみにしている“たのしみ会”です。

ふれあいサロン

六条たのしみ会六条たのしみ会六条たのしみ会
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野洲市共同募金委員会
〒520-2413  野洲市吉地1127　野洲市社会福祉協議会 内

TEL：077-589-4683

毎年、共同募金にご協力をいただき、誠にありがとうございます。

皆さまからお寄せいただきました貴重な募金は、それぞれの地域における福祉活動を推進し、誰もが
住みなれた地域で安心して暮らしていただけることを最優先として活用させていただいております。

今年もみなさまの一層のご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

赤い羽根共同募金は、あなたの町の子どもたち、
高齢者、障がい者などを支援する

さまざまな福祉活動に役立てられます。
災害時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、

被災地支援にも役立ちます。
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平成24年9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。

『認知症ケア』職員研修『認知症ケア』職員研修
（平成24年6月11日～平成24年8月10日）

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

《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。

高齢になっても、認知
症になっても、人はそれ
までのように住みたいと
ころに住み、したいこと
をして暮らす権利があり
ます。私たち介護の専門
家としては、日々の生活
をその人の望んでいるものにできる限り近づけるような自

立支援を行うことが望まれます。
そこで、滋賀県認知症専門指導者 渡辺哲弘
氏を迎え、４回の講座を開催し、介護職員全
員で『認知症』について学びを深めました。

当事業所は、障害者自立支援法に基づく、障がい福祉サービスを提供してい
ます。一般就労へ向けての訓練の場として、また日中活動の充実
を図る事を目的に、市内にとどまらず多数の障がいのある方が利
用されています。今後も、地域における障がい福祉の推進や向上
を考えながら、各事業を進めてまいります。

この度、念願であった新しい
福祉車両を競輪公益資金によ
る補助事業を受けて整備する

事ができました。平成24年７月17日に無事納車
されその日から送迎車として活躍しています。

利用者の方々と共に作業やイベント
に参加して下さるボランティアさんを
募集しています。
随時ご連絡をお待ちしております。

どなたでもお気軽にご参加ください。

９月19日 ㈬

10月 2日 ㈫

10月17日 ㈬

11月 6日 ㈫

※参加費（会費）：１回につき 100 円

ふれあいセンター
（吉地1127）

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）

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

善意銀行だより

やりがい！生きがい！そして自信！一人ひとりが主人公！やりがい！生きがい！そして自信！一人ひとりが主人公！

大畑女子有志一同 様
浦谷　省三 様
須原自治会 様

20,000円
1,000,000円

6,300円

匿　名
立井スミ子 様
須原自治会 様
照覚寺 様
匿　名

お米15㎏、しょうゆ２本
紙おむつ５袋

ガラスコップ  他40点
お米

紙、竹、工作材料  他

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。

おしらせ版

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？

〒520-2413  滋賀県野洲市吉地1130番地１
TEL：077-589-8101  FAX：077-589-8102

http://www.mmjp.or.jp/fureai/  e-mail:fureai@joy.email.ne.jp

障がい福祉サービス事業所
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