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講習会・クラフト作成

講習会・クラフト作成

⑦「和やかで

⑥「アロマでリラックス❤」
～アロマで癒される レスキュークリームづくり～

楽しいひととき🌼
癒しのハーバリウムづくり」

～忙しい日常を忘れて作る喜び、幸せ感じませんか～

11/21（月）10：00～12：00

12/5（月）10：00～12：00
会場：コミセンきたの大ホール

ファミリー・サポート・センターの

定員

QR コードです。 ホームページも

材料費

会場：コミセンきたの大ホール

2０名

定員

5００円

1０名

材料費

ぜひ、ご覧ください。

5００円

講師：ナードアロマテラピー協会認定アロマインストラクター
講師：フラワーエデュケーションジャパン（FEJ）認定講師

アロマセラピスト、スポーツアロマセラピスト

■■

令和 4 年度の交流会・講習会・地域 de 応援！！講座・のご案内

wataroma

■■

白井

デザイナーズハーバリウム関西支部

弥さん

プチ・アムール

まかせて・どっちも会員懇談会

懇談会

①「ヒヤリハット」アレルギーミニ講習会
日頃のサポートのことを交流し、会員さん同士つな

9：30～11：30

会場：野洲市社会福祉協議会
定員

会議室②

地域 de 応援‼講座

②

会場：コミセンきたの大ホール

～無意識の思い込み「あぁ勘違い、、、」～

10/7（金）13：30～15：00
会場：コミセンきたの大ホール

和明さん

11/8（火）13：30～15：00

⑩「子ども用品 交換・譲渡会」
令和 5 年 ２月開催予定 おたのしみに♡

懇談会

３０名

３回」

会場：野洲市社会福祉協議会

１１/10（木）１０：０0～1２：０0

コミセンぎおう

☆「学校ボランティアと地域のつながり」
小澤郁乃さん（篠原小読書ボランティア）

令和 5 年 2/21（火）13：30～15：00

会議室②

会場：コミセンきたの大ホール
定員

申し込み、問い合わせ

和室

定員

電話

15 名

講師：日本赤十字社滋賀県支部講師

１１/17（木）１０：０0～1２：０0

子どもの病気と看病の仕方
１１/24（木）１０：０0～1２：０0

心肺蘇生・ＡＥＤの使い方
※1 回のみの参加もできます。

まかせて会員は、5 年に 1 回
の「救命講習」の受講が必須に
なりました。

⑤

豆吉サロンスタッフ

定員 10 名

あきこさん

受講料無料

絹枝さん

⑪「地域実践活動報告」
☆「空き家（豆吉）を地域の居場所へ」

まかせて・どっちも会員懇談会

３０名

野洲市社会福祉協議会

５８９－５９６０

ＦＡＸ

５８９－５７８３

交流会・講習会の参加申し込み

子どもに起こりやすい事故の予防と手当

第３回

地域 de 応援‼講座

※ 詳細が決まり次第、連絡させていただきます。
３回とも

山本

※ 詳細が決まり次第、連絡させていただきます。

⑫「１年を振り返って」「ヒヤリハット」
令和５年３/3（金）9：30～11：30

講師：おもしろ防災アドバイザー
南

３０名

講師：silks 倶楽部

～程よい距離感がポイントの新しい防災のハナシ～

定員

講習会・ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ講習会

第２回

定員

交流会

③

民雄さん

⑤「日赤幼児安全法講習

（開催月が変更になる場合もあります）

３０名

認知症サポーターキャラバンメイト

➃「〇〇でいい？そう！私はこんな防災がいい！」

３０名

産業カウンセラー

12/9（金）13：30～15：00

講師：野洲市地域包括支援センター職員

会場：コミセンきたの大ホール

講師：エイチアール・エクシード

⑨乳幼児期からの性のおはなし
「いのちは どこから！」
令和 5 年 1 月開催予定

～認知症サポーター養成講座～

定員

あいさん

講習会

会場：コミセンきたの大ホール

講師：滋賀短期大学
江見

➃

⑧認知症でも安心して暮らせる地域のために

３０名

地域 de 応援‼講座

③「コミュニケーションエラーはなぜ起こる？」

第１回

9/１3（火）13：30～15：00

10 名

とや、エピペンについてお伝えします。

小出

地域 de 応援‼講座

②「旅行をあきらめない！介護旅行の世界」

定員

☆アレルギーの講習会では、サポート時に気をつけるこ

定員

①

～ユニバーサルツーリズムの普及に向けて～

がりましょう！

９/7（水）

地域 de 応援‼講座

立岡

🌸どなたでも参加していただけます。それぞれ開催日の 5 日前までに参加申込をしてください。
🌸託児もありますので、事前にお申込みください。
（無料）
🌸参加費は無料ですが、
［アロマ講座］
［ハーバリウム講座］については、材料費 500 円をいただきます。
※

感染症拡大などの状況により、延期や中止になる場合があります。その時は、電話やメール、ホームページ、
Facebook などでお知らせします。

■■

令和４年度

交流会報告

■■

６/２５（土）「人形劇＆子ども用品交換・譲渡会」

公演：人形劇サークル みっくすどーなつさん

ファミリー・サポート・センター交流会を土曜日に開催し、市民の方々にご参加いただきました。

野洲市

野洲市社協

人形劇では、①カーテンシアター②いっしょにあそぼう③いっしょにうたおう➃エプロンシアター⑤人形劇と、

マスコットキャラクター

ちいさなお子さんも大人も一緒に楽しめるものを公演していただき、大好評でした。

「はーとくん」です。

いっしょにあそぼう「やさいのおなか」

カーテンシアター「はらぺこあおむし」

会 員 募 集！！

いっしょにうたおう「むすんでひらいて」

地域で支え合い、子育て支援の輪を広げていきましょう❤

エプロンシアター

人形劇「ひまわりさん」

ファミリー・サポート・センターのことを、ご存じでない方が、たくさんおられます。
みなさんの周りで、
「子育てのお手伝いをしてほしい！」
「困ってるお母さんをお手伝いし
たい！！」方などおられましたら、ぜひ、ファミリー・サポート・センターをご紹介くだ
さい。
子供用品交換・譲渡会の様子

「くいしんぼうのゴリラ」

子ども用品交換・譲渡会では、親子で用品を持って来られ、必要なものと交換されたり、「これもらってもいい
ですか？」と、譲り受けられたり、子ども用品を必要な方に届けることができました。エコで素敵なリユース会と
なりました。皆様、ご協力ありがとうございました。
～

参加者感想より

～

✿

お知らせ

✿

<車を使ったサポートについて>

野洲市ファミリー・サポート・センターでは、車を使ったサポートで、ガソリン代が、まかせて会
員さんのご負担となっています。
【※一部、市外の遠方サポートの場合、
（瀬田や栗東、南草津などへ
行き、サポートや送迎）会員間で了承いただき、ガソリン代をお支払のケースがあります。】

✿

とても楽しい人形劇をみせていただいて、子どもたちも興味深く拝見していました。

✿

親子共に楽しめました。定期的にしていただけるとうれしいです。

✿

譲渡会にはじめて参加させていただきましたが、物を大切にでき、良いと感じました。

ガソリン代の実費徴収について、令和 2 年度にアンケートを実施してから、検討をつづけており
ます。感染症で社会が大変なこともあり、昨年度は、見合わせておりました。
県内の他市町のファミリー・サポート・センターの事情やガソリン代の値上がりなども踏まえ、今

今後も、ファミリー・サポート・センターの交流会や講習会が、子育て支援の

後、サポートの報酬にガソリン代のお支払いを会員間でしていただける方向で検討していきたいと考

つながりの場や癒しの場、笑顔になれる楽しいひとときを過ごせる場となるようにしていきたいと思います。

えています。
後日、アンケートのご協力、皆様のご意見を聞かせていただきますよう、よろしくお願いします。

■■

会報の郵送・連絡先、メールアドレスの変更について

■■

✿ファミリー・サポート・センターでは、年に 3 回程度、会報を郵送しています。会報は、ホームページ
で確認や、ご希望がございましたらＰＤＦにして、メールで送ることも可能です。お手紙や紙面で、会報を
お届けしたい思いもございますが、会報が届くことを、希望されない場合は、ご連絡ください。
✿携帯電話やメールアドレスを変えられた場合に、メールが送れない、連絡がつかない方がおられます。
お手数をおかけしますが、センターまでお知らせください。後日実施します、アンケートにご記入いただく
ことも可能です。ご協力お願いします。

