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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103 歳で笑顔！

みんなで体操をして笑顔！

おもてなしで笑顔！
笑いヨガで笑顔！

撮影コーナーで笑顔！

令和元年 11 月 1 日(金)、ボランティアや各
種団体の協力のもと、いきいき百歳体操大交
流大会を開催しました。玉認定こども園児に
よる鼓隊演奏や各種表彰、笑いヨガなど、終
始笑顔があふれる大会となりました。

参加者７００人の笑顔！

歳末たすけあい運動

※撮影コーナーは市内の放課後児童クラブ製作

１２月１日から始まります

～つながり ささえあう みんなの地域づくり～
歳末たすけあい運動は、赤い羽根共同募金運動の一環として毎年実施
しています。皆様からいただいた募金は、玉野市内の在宅寝たきり
高齢者などの支援に役立たせていただいております。
今年も皆様のあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。
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社協だより

★赤い羽根共同募金 街頭募金活動★
今年も１０月１日から赤い羽根共同募
金運動が始まり、当日は玉野市内のスー
パーで街頭募金活動を実施しました！
市内の民生委員児童委員さんや学生
ボランティアさんにご参加いただき、
77,944 円の募金が集まりました！
募金にご協力いただきました皆様、街頭
募金活動に参加してくださった皆様、
本当にありがとうございました！
赤い羽根共同募金活動は１２月３１日
まで実施しております。引き続きご協力
の程よろしくお願いいたします。

コミュニケーション麻雀は「飲まない」「吸わない」「賭けない」を
モットーにした健康麻雀です。２～３人一組となり、相談しながら
ゲームを進めます。
麻雀だけでなく、牌を使った様々なミニゲームも行います♪経験者
でも未経験者でも問題なし！ ぜひ体験会にご参加ください！！
定
員 ： ２０名程度(要予約)
場
所 ： 福祉センター３階会議室(玉野市田井５－２２－１)
開 催 日 ： 令和元年１２月４日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0
令和２年１２月５日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0
【問い合わせ】
令和２年 ４月１日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0
玉野市社会福祉協議会
令和２年１６月３日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0
☎０８６３-３１-５６０１
令和２年１８月５日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0
令和２年１０月７日(水) 13 : 3 0 ～15 : 3 0

★日時：令和２年１月２６日(日)１０:００～１１:３０

自由参加＆無料 ★場所：レクレセンター ミーティングホール

みんな来てね！

≪プログラム≫
１. 大型絵巻「三枚のお札」
２. 「みんなで踊ろう♪」
【問い合わせ】荒 木

３. 「風船坊主他」
４. 人形劇「町のねずみと田舎のねずみ」

☎０９０-４６５２-４５２８(１９:００～２１:００)

生きがいデイサービス利用者(介護認定を受けていない 65 歳以上の方)を
募集しています！！
百歳体操や趣味活動、パソコンを通して健康づくりや、生きがいづくりなどの
お手伝いをさせていただきます。興味のある方は、ぜひお問い合わせください。

ティエラ（田井）
しおさい（山田）
み な と（築港）
しらすな（玉）

★利用料／６００円 ★利用回数／週 1 回 ★問い合わせ／☎０７０－２３６９－７８３９
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社協だより

おしらせ・募集

★ふれあい総合相談

★福祉センターいきいき百歳体操

▽心配ごと相談はわがまち福祉相談会へ完全
移行しました。(４ページをご覧ください)

▽毎週 月･火･木～土曜日 １０:１５～１０:４５
(１階リハビリ室 )
◆
◆月･木･土曜日と火･金曜日で内容が違います。

▽弁護士相談(要予約) １０:００～１５:００
１２月１７日(火)
１月２１日(火)
１月３０日(木)

★福祉センター休館日

▽相続・境界等財産の手続相談(要予約)
１月 ９日(木) １３:３０～１５:３０

▽毎週：水･日曜日
１２月２９日(日)～１月３日(金)
１月１３日(月・祝)

★ティエラ休館日

▽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／玉野市社会福祉協議会
☎０８６３－３１－５６０１

▽毎週：水曜日
１２月２９日(日)～１月３日(金)
１月１３日(月・祝)

★たまの☆なんでも相談会
～弁護士・司法書士・行政書士・看護師・社会福祉士等の専門職がなんでも相談をお受けします～
▽八浜会場：令和元年１２月５日(木)
時間／１３:００～１４:００ 成年後見入門講座 １４:００～１６:００ 相談会
場所／八浜市民センター (玉野市八浜町八浜１６５－１)
▽山田会場：令和２年２月５日(水)
時間／１３:００～１４:００ 成年後見入門講座 １４:００～１６:００ 相談会
場所／山田市民センター (玉野市山田４４７－２)
問い合わせ／玉野市社会福祉協議会

☎０８６３－３１－５６０１

ご寄附ありがとうございました
令和元年９月１日から１０月３１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]
髙原 正一(大崎) 美智子
松本佐喜子(山田) 暢雄

大塚
福井
三宅
濱子

秀雄(大崎)
夏海(用吉)
照正(和田)
訓志(岡山市)

二三子
順也
定子
北村 貴

[一般寄附]
玉野光南高校 生徒会
福祉センターカラオケ愛好会
会員一同

寄附で購入しました
翔の会から寄附をいただき、地域活動支援センター『しらさ工房』
の掃除機を購入しました。今まで以上に、意欲的に清掃活動に
取り組んでいます。ありがとうございました。

日めくりカレンダーを寄贈いただきました
１０月２８日(月)、玉野ライオンズクラブから、日めくりカレン
ダー５００部を寄贈いただきました。民生委員児童委員や訪問介
護事業所を通じて、一人暮らしの高齢者等にお渡しします。
ありがとうございました。
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社協だより

相談無料

秘密厳守

予約不要

地域の身近な場所で、民生委員児童委員と地域包括支援センター
職員が相談をお受けしています。福祉に関する困りごとを早めに
相談いただき、早期に対応することにより、地域の皆さんの
安心・安全な暮らしを目指します。
居住地区以外の場所での相談も可能です。

福
祉
相
談
会

わ
が
ま
ち

包括職員

民生委員
児童委員

日比・渋川地区

八浜地区

玉・奥玉地区

９:３０～１１:３０
日比市民センター図書室

１３:３０～１５:３０
★八浜市民センター
令和元年１２月６日(金)
令和２年 ３月６日(金)
★大崎公民館
令和２年 ２月７日(金)

１３:００～１５:００
玉市民センター展示室

令和元年１２月３日(火)
令和２年 １月７日(火)
２月４日(火)
３月３日(火)

玉原地区
９:３０～１１:３０
玉原市民センター図書室
令和元年１２月１２日(木)
令和２年 １月 ９日(木)
２月１３日(木)
３月１２日(木)

１２月からの日程

わがまち
福祉相談会

令和元年１２月１１日(水)
令和２年 １月 ８日(水)
２月１２日(水)
３月１１日(水)

荘内地区
１３:００～１５:００
荘内市民センター２階会議室
令和元年１２月１３日(金)
令和２年 １月１０日(金)
２月１４日(金)
３月１３日(金)

宇野地区

和田地区

東児地区

１４:００～１６:００
★中央公民館多目的室(小)
令和元年１２月１３日(金)
令和２年 ２月１４日(金)
★中央公民館実習室
令和２年 １月１０日(金)
３月 ６日(金)

９:３０～１１:３０
和田市民センター図書室

９:３０～１１:３０
東児市民センター図書室

令和元年１２月１６日(月)
令和２年 ２月１７日(月)
３月１６日(月)

令和元年１２月１６日(月)
令和２年 １月２０日(月)
２月１７日(月)
３月１６日(月)

田井地区

山田地区

築港地区

１３:３０～１５:３０
田井市民センター小会議室

１３:３０～１５:３０
★山田市民センター
令和元年１２月２６日(木)
令和２年 ２月２７日(木)
★後閑コミュニティハウス
令和２年 １月２３日(木)
３月２６日(木)

１３:３０～１５:３０
築港憩いの家１階和室

令和元年１２月２０日(金)
令和２年 １月１７日(金)
２月２１日(金)

令和元年１２月２７日(金)
令和２年 １月２４日(金)
２月２８日(金)
３月２７日(金)

【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
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