みんなで参加

みんなでつくる

支え合いのまち玉野

社協 だより
社会福祉法人 玉野市社会福祉協議会

〒706-0001 玉野市田井五丁目２２番１号

１９６号
２０１８年
６月

☎ 0863-31-5601

玉野の宝を守る 安心子育てサポート

玉野市子育てファミリー･サポート･センター
園長先生！
おはようございます！

ファミサポの
活 動 を 紹 介
したいと思い
ます。

提供会員さん
募集！

前回の援助から２年が経ち、久しぶりに見るＡ君はずいぶん頼もしく見えま
した。登園時には色々なおしゃべりや、園庭のプランターに咲く色とりどり
のお花を見て笑ったり歌ったり…楽しい時間でした。会話の中でも感心させ
られることも多くあり、成長を感じました。【提供会員 杉之原さん】

市内在住で子育ての応援をしたい、子どもが大好き、車の運転は得意という方、育児援
助ボランティア活動(報酬あり)に理解と熱意のある方は是非お問い合せください。
※子育てに関する講習会(５回)を受講後の活動になります。

保育園・幼稚園・習い事の送迎、保育
施設が休日の時の預かり等…
◆育児の援助をして欲しい方(依頼会員)
も同時募集しています。
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玉野市子育てファミリー・サポート・センター
玉野市玉２－３－１
０８６３－３２－３７７８
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放課後児童クラブ夏期アルバイト指導員
内
場
期

容
所
間

小学１～６年生までの児童の夏休みを保育(宿題の見守り、遊びなど)
市内１７小学校の放課後児童クラブ
７月２０日～８月３１日
※土・日曜日、祝日、お盆期間として８月１３日～１５日はお休み

時給・給与
応募資格

(A)７月２０日～８月１０日(１６日間 )
(B)８月１６日～８月３１日(１２日間 )
※(A)(B)の期間を組み合わせることも可能です。
①１日：８時３０分～１７時１５分(日給 7,500 円)
②半日：4 時間以上、5 時間程度(時給 850 円)
１８歳以上６０歳くらいまでの人で、明るく元気でやる気のある人

【問い合わせ】〒706-0013 玉野市奥玉 1-18-5(すこやかセンター内２階)
玉野市社会福祉協議会
☎0863-32-1104

コミュニケーション麻雀の活用に向けて
コミュニケーション麻雀とは、“飲まない”“吸わない”“賭けない”をモットー
に、ギャンブル性を取り除いたゲーム感覚の新しい｢麻雀｣です。｢たわしサイズ｣の
大きな牌を使い、２～３人が組になっておしゃべりや相談をしながら行います。
活用に向けて、既に普及啓発に取り組んでいる早島町社協へ視察に行ってきました。
そこでは、定期的に｢コミュニケーション麻雀を楽しむ会｣を開催しています。また、
老人会やサロン等から要望があった場合、住民が体験指導をしています。
玉野市社協では、サロン等でのコミュニケーションツールとして、介護予防として
普及に取り組んでいきたいと考えています。

常設型災害ボランティアセンターからのお知らせ
毎年、夏の初めに実施していた、大規模災害を想定した訓練について、今年は秋頃に
実施する予定です。今年で４回目となります。もし災害が起きても迅速に復興活動が
できるように、訓練の内容等を十分に検討していきたいと考えています。
地区社会福祉協議会

『地区社協』の動き

社会福祉協議会が設置を進めている、“各地区での住民
が主体となって福祉活動を行うための基盤となる組織
｢地区社協｣”について、現在の動きをご紹介いたします。

和田地区社協では、活動拠点となる｢びーぶる赤木
ビル｣の空きスペースを改修して、サロン｢ヴィー
ヴルなごみ｣を４月からオープンしています。毎週
火・木曜日の９時半から１２時まで、いつでもフ
ラッと立ち寄っていただけ、１００円でコーヒー
などが飲み放題です！
また、火曜日は９時半から３０分程度、百歳体操
も行っています。お気軽にご参加ください！！
※｢ヴィーヴル｣とはフランス語で｢生きる｣という
意味で、住民が｢より幸せに生きて欲しい｣という
願いを込めてのネーミングです。

住民の力で
リフォーム！

いい雰囲気で
くつろげます！！
２
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おしらせ・募集

★おもちゃの病院

★ふれあい総合相談
▽心配ごと相談
毎週金曜日

１３:３０～１５:３０

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
６月１９日(火)
７月１７日(火)

日時／７月２８日(土) １０:００～１４:００
場所／玉野市立図書館
多目的室(大)
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)

★福祉センターいきいき百歳体操

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

▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
１３:３０～１５:３０
７月１２日(木)
８月 ９日(木)
▽介護相談
平日(月～金)

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

★福祉センター休館日
▽毎週：水曜日、日曜日
７月１６日(月・祝)

★ティエラ休館日
▽毎週：水曜日
７月１６日(月・祝)

★いきいき百歳体操サポーター
養成講座受講生募集！
回
日
程
内
容
１ 8 月 30 日（木） 高齢者の筋力運動
２ 9 月 6 日（木） 介護予防の必要性
３ 9 月 13 日（木） 体力測定にチャレンジ
４ 9 月 20 日（木） 百歳体操のポイント
５ 10 月 2 日（火） 実施会場の体験と修了式
時間／１０:０0～１2:０0
場所／１～４回：産業振興ビル 3 階展示会議室
5 回：玉野市立中央公民館 多目的室大
問い合わせ／地域包括支援センター
☎０８６３-３３-６６００

玉野手話サークルでは、災害時に手話通訳者や聴覚障害者の方が身に付け
るビブス(ベスト)をつくりました。聴覚の障害は、外見から分かりにくい
ため、災害時に周囲からの手助けが遅れる恐れや、情報が把握しにくいこ
ともあります。ビブスを身につけることで、手話、筆談などでコミュニケ
ーションが必要であることを伝えることができます。
災害時に、ビブスを見かけた際には、筆談や手話のできる人へつなげて
いただくなど、地域の皆様のご協力をお願いいたします。

よろしく

お願いします

ご寄附ありがとうございました
平成３０年３月１日から４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)
[香典返し]
[寄附者]
[故人]
大賀 祥治(福岡県) 廣子
植田美津子(築港) 四郎
野間 賢一(奥玉) 亀雄
松原 優 (北方) 正義
松原 政代(大崎) 正剛
３
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坊西 直子(番田)
狩山 信義(奥玉)
近藤 正 (八浜)
與田喜久子(渋川)
土井 啓澄(宇野)
伊加 和正(奥玉)
近藤 久子(玉)

數一
伊勢
末廣
友明
和子
智枝
三千夫

金川

憲次郎(田井) 道雄
[一般寄附]

燿光会
藤井 孝明
真鍋 義雄
社会福祉法人 瀬戸内会
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いきいき
お役立ち
講座

地域包括支援センターの職員や専門職の外部講師がみなさんの地域へお伺い
して、分かりやすくお話しさせていただきます。ご自身・ご家族のためにもぜひ
一度受講してみませんか?

｢お役立ち講座でいろいろお得｣の巻

～聞い得～

講座メニュー

テーマ

おすすめ講座
のご紹介

いくつになっても
元気で健やかに暮
らせるヒントをお伝
えします。

①いきいきと健やかに暮らす
②認知症に強い脳をつくろう！
介
護
予
防
シ
リ
ー
ズ

認知症

③認知症サポーター養成講座
(５人以上から開催可能)

④いきいき百歳体操(５人以上から開催可能)
⑤｢ふれあい・いきいきサロン｣をつくろう！

①いきいきと健
やかに暮らす
昭和の時代の歌や
クイズで楽しく脳トレ
しましょう!!

けんこう

⑥バランスよく食べて 健 口 に!!
す

⑦元気で！住まいる講座(タオル持参)

⑧レッツ!脳トレ

～知っ得～
終活として相続
対策や相続スケ
ジュールを学ん
でみませんか？

⑭あわてない
相続対策

～やって納得～

⑧レッツ！脳トレ
守権
る利
を
保
険
と
医
療
終
活

⑨悪徳商法に気をつけよう！

⑩成年後見制度ってなあに？
⑪介護保険制度を知ろう！
⑫脳卒中を予防しよう！
⑬お薬のはなし
(玉野市薬剤師会から講師派遣)
⑭あわてない相続対策
(玉野市内郵便局から講師派遣)

対象:玉野市内で活動する１０人以上の団体
(応相談)
時間:平日の午前９時～午後４時
までの間で１時間程度
＜講座の内容・申し込みの問い合わせ＞
地域包括支援センター(いきいきセンター)
玉野市宇野１－８－８
☎０８６３－３３－６６００
～次どれいっとく？～

