たまの

みんなで参加

みんなでつくる 支え合いのまち玉野
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９０歳以上表彰
最高齢１０１歳！

２年後も元気で会いましょう！

百歳体操会場の手作りポスター

いきいき元気コンサート
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永年会場表彰

７５０人が大集合！

社協だより

認知症サポーター養成講座を
開催しました‼

郵便局、香川銀行、クロネコヤマトの１３名の職員さん
に、金融機関・宅配業者向けの認知症サポーター養成講
座を開催しました。
認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、
偏見を持たず、認知症の人やその家族を温かく見守る
｢応援者｣です。

玉野市内の認知症サポーター
6,552 名
（平成 29 年 1１月末現在）
問い合わせ：地域包括支援センター
☎０８６３-３３-６６００

街頭で募金をよびかけ
～歳末たすけあい運動～

１２月１日(金)、歳末たすけあい運動
の初日、市内のスーパーマーケット等
にご協力をいただき、店頭で募金の
呼びかけを行いました。街頭募金の実
施は当会職員の他、地区の民生委員の
皆さまにもご協力をいただきました。
また、市内の皆さまにも戸別募金を
お願いし、たくさんの募金をお寄せい
ただいております。ありがとうござい
ます。

｢空いた時間に誰かのお手伝いをしたい｣｢自分の地域を住みやすい地域にしたい｣など
どんなきっかけでも構いませんので、お気軽にご参加ください！！
■対象者

一般住民(地域づくりに関心がある方など)及びその他関係者

■日

時

平成３０年１月３１日(水)１３:３０～１６:１５

■場

所

玉野市立図書館・中央公民館(メルカ２F)

多目的室(大)

■受講料

無

料

■定

員

１００名

■内

容

講座①｢超高齢社会の現状と地域での助け合いの必要性｣
講師：市社協職員
講座②｢地域住民(高齢者)を支えるために必要な知識｣
講師：五嶋 幹雄 氏(玉野総合医療専門学校 介護福祉学科長)

■申込み

１月２６日(金)までに市社協へご連絡ください！！

☎０８６３-３１-５６０１
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★福祉センターいきいき百歳体操

★ふれあい総合相談

▽毎週火､金曜日
１０:１５～１０:４５
(１階リハビリ室) ※１月２日(火)は休み
◆当日の人数によって、参加できない場合が
あります。
◆時間中、リハビリ機器の使用はできません。

▽心配ごと相談
毎週金曜日
１３:３０～１５:３０
▽弁護士相談(要予約)
１月 ４日(木)
１０:００～１５:００
１月２３日(火)
１０:００～１５:００
▽相続・境界等財産の手続相談
１３:００～１５:３０
１月１１日(木)
▽介護相談
平日
８:３０～１６:３０
場所／玉野総合福祉センター(田井)
問い合わせ／社会福祉協議会
☎０８６３-３１-５６０１

★おもちゃの病院
日時／１月２７日(土) ９:３０～１２:００
場所／すこやかセンター(奥玉)
２階第２会議室
料金／原則無料
対象／親子で来院できる人
問い合わせ／玉野おもちゃの病院事務局
☎０８６３-７１-３９２８(田淵)

★ティエラ休館日
▽毎週水曜日
▽１２月２９日(金)～３日(水)
▽ １月 ８日(月・祝)

★福祉センター休館日
▽毎週日曜日
▽１２月２９日(金)～３日(水)
▽ １月 ８日(月・祝)

第２８回★たまの人形劇フェスティバル
みんなきてね
お土産もあるよ

●日時＊１月２８日(日) １０:００～１１:３０
●場所＊レクレセンター ミーティングホール

◆◇◆ プログラム ◆◇◆
①大型絵巻「空とぶライオン」
④朗読劇「おおきなかぶ」
②人形劇 「アナンシと五」
⑤人形劇「おおかみと７ひきのこやぎ」
③ﾊﾟﾈﾙｼｱﾀｰ「イグアナのレストラン」

なんでも相談会 in 山田

★放課後児童クラブへ児童書寄贈★
１１月２１日(火)、国際ソロプチミスト玉野
より児童書を寄贈いただきました。あたたか
いメッセージも添えていただき、子どもたち
もとても喜んでいます。
ありがとう
ございました。

【問い合わせ】
浜野
(19:00~21:00)
090-7894-6932

法律や福祉、権利侵害に関することなど、
弁護士や司法書士、行政書士、税理士、
看護師、社会福祉士等の専門家がなんでも
相談をお受けいたします。
◇日時／1 月 21 日(日)
13:30～14:30 成年後見制度入門講座
14:30～16:00 相談会
◇会場／山田市民センター
◇問い合わせ／社会福祉協議会
☎0863-31-5601

ご寄附ありがとうございました
[香典返し]
[寄附者]
[故人]
髙畠 宏明(山田) 信也
船着 一通(岡山市) 至

大野 豊之(宇藤木)
横田眞由美(滝)
須藤 茂樹(東紅陽台)
井上 憲治(東七区)

光江
三輪俊雄
益子
千代子

[一般寄附]
国際ソロﾌﾟﾁミスト玉野
匿名

平成２９年１１月１日から１１月３０日までに寄せられたご寄附の報告をいたします。(敬称略)
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遊びに来てね！
待ってるよ。

子どもは小学生になっても大人と一緒に遊ぶことも大好き
です。子どもと童心に返り、親子で楽しんでみませんか？
児童館は乳幼児親子だけでなく、小学生・中高生も利用でき
ます。館内には卓球やビリヤード、卓上ゲーム、児童書
等あり、１人で、また家族や友達と一緒に自由に遊べる
場所として子ども達の憩いの場になっています。

１ １ 月 １ １ 日 (土 )、 小 学 生 の ボラ ン テ ィ ア
グループ『ちょボラ隊』が来館者や地域の皆
さまからお預かりしたペットボトルキャップ
４１,７００個 を玉野市社会福祉協議会へ寄託しま
した。エコキャップ運動には平成２１年度から取り組
んでいます。キャップの数を数える際、上級生が下級
生と共に取り組むことで、この活動が継承され、そし
て子ども達の中にボランティアの芽がすくすくと
育っているように思います。

《参加者の感想・・・アンケートより》
・療育は早ければ早い方が良い！との言葉に大変感動
しました。保育園などで見つけられ、早く療育が始
められる子は幸せですね。
・発達障害の子どもに普段悩まされていますが、その
子達にも色々困った事があることが分かりました。

内 容：子どもの栄養と食事について
日 時：1 月 31 日(水) 9:30～11:30
講 師：健康増進課 栄養士
場 所：玉野市児童館内
定 員：5 名(一般)
参加費：300 円
準備物：エプロン、三角巾
上靴、マスク、手拭き
申込期間：1 月 5 日(金)～1 月 19 日(金)
開館時間内 (9:00～17:00)
試食して
みよう。

１０月１９日(木)、学習支援レイ
ンボー教室グループ代表 津守慎
二氏を講師に迎え、「発達障害の
基礎知識とその支援方法につい
て」という演題で講演会を開催し
ました。１２４名という多くの方
にご参加いただき、大盛況に終わ
りました。身近な内容で参加された方も色々な思
いや感想を持たれたようでした。今後の日常生活
やそれぞれの現場で、少しでも参考にしていただ
ければ幸いです。

a

《入会説明会》
日時：1 月 11 日(木) ・ 25 日(木)
9 時半～16 時（要予約）
★利用案内に 40～50 分、手続きに
10 分程度かかります。
★印鑑をご持参ください。
※詳しくはｾﾝﾀｰまでご連絡ください。

お問い合わせは・・・玉野市子育てファミリー・サポート・センター／玉野市児童館
☎０８６３-３２-３７７８
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