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買い物のついでのとき、家族と離れて暮らされて

買い物してきますよ

いる方など、家族に代わって日用品の買い物を行う
助け合いです。

〔お敵い】 ＊買い物をしてくださる方ほ、ご好意による活動です。

J

万が一、希望の品と逢うなどの問題が発生したときの責任は、負えないと
考えています。
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その他
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（天気のよい時）

l

はる江（臼）
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■■はる江
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■雅俊
自分の
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（勤め帰り） ■鈴子
■■千春
■苺久江

の他
（勤め帰り）

■野三郎

■■修三

■巣次・■芳夫
●l勲

■■藤太郎

なにか、お手伝いをお掛、したい▲ときは、自分のお臥、したいこと、相手がお手

t■利市 ■■幸江 ■■ふみ子

伝いのできる内容をたしかめて、蘭接お願いをします。

■■久子 ▲末吉

依頼（お臥、された人）を受けた人は、都合がよければお手伝いをお臥、します0
都魚が悪いときは人字福祉委出会の委員長までご迎給していただきます。
委員会で対応を検討します。

甘から受け入れ開始
NP︒法人﹁結の家﹂が開設
︻東近江︼東近江市愛
験東
のある元町社協職責の
外町に古民家を改修した太田滞蔵さん︵43︶が代
﹁結の家﹂が創設され︑

デイサービスセンター 表を務めるNPO法人
﹁繹︵ゆい︶の家﹂が開

ることになった︒

設され︑十九日からお年
デイサービス事業を始め
寄り狩受け入れる︒
同町では︑平成七年に 完成した感の家﹂は︑
地域の中での老人福祉施
町内で空き家となってい
策を考える﹁福祉寮貞垂
た木造平屋建ての古民家
が設置され︑その議論を
を借用し︑お年寄りが安
深めていく中で身近な地
心して過ごせるよう︑内
域にデイサービスセンタ
部を食事や団らんの場と

バリアフリーにされた内部

なるデイホール︑入浴茎
ー顔設の必要性が浮かび
降︑
し︑日︑月曜日を除楽
くしく自由に集える︑憩
いの場にしていきたい﹂

上がってきたことから︑
厨房︑機能訓練室などを毎日︑午前九時半〜午後
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代表の太田さんは﹁デ
一千円︑年会費二千円で
イサービスを基正に︑誰
学でも会員になれる︒問
童保育所や市民活動にい
も合わせは︑結の家︵℡
利用の輪を広げていき0
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バリアフリー化して改修
四貯まで受け入れる︒と
利話している︒
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子育て井戸端会議で情報交換
・悩み僻消の屋根付き子償公園
Ⅳア0法人しみんふくしの家八日市︵小寝飽筆きが開翠した惑ったか広場﹂

︵同市東沖野二丁旦は︑ヱ着て中の母親が自由に集まり︑子供葦摘

園児も募集

た約二十畳のワンフロアを
ー語る︒
を情報提供︵井戸端金華

同施設内ボ

の場として使っている︒は︑子育て支援の一讃♪ト
利用時間は平日の午前て
十保育事業にも取れ癒′碧
いるご撼郡畠箪前の嘲
遵営を担当〒る専属のコ幼
ー児を対象に︑自然重

時賢が︑金甲

験者はか︑お年寄りも参か
加︑ホーム入所の高齢菅
するお話会を開いているの
︒ふれあいの場でもある︒

︵入所八人︶の高齢者も訪

は︑んみんふくしの家八口

が家庭﹂を再認識させる︒
という地域性かゃ外閻の
育てだけでなく︑日脚罪山漁

単に施設に預かるだけでな

も多い︒その希望に沿ってスタ
ートさせた︒・

知障専などがあり︑人によっ
は妄想など塁状も出る阜
だ︒重度になればなるほど触

を総合的に考えていきたい﹂
抱負を括る︒
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住み慣れたわが宏︑わが町下

会員も100人を超え順網

している︒
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悩みや捷腎恵良雪たり︑の支援や異文化交流にも努
先架からの訪を聞いたりめ
し︑コミュニティーの拠点
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したい﹂と︑今後の抱負
て︑床暖房が張り巡らさ

い揖親が7†供とともに架い︑
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流子育て支署的に設け

あったか広場は︑仲代交 小梅理事長は﹁八日市市

遅ペる︒

使用も無料で︑自由に足が代間交流だけでなく﹁地域
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砂場や遊具が人形︑おもち

しみんふくしの家（東沖野）に開設の「あったか広場」

ム時間や料亭
で・︑
ガヤ︑その笑い声が響き︑の下にあるグループホ・

一由預かりから長期保育法
部屋中にウイワイ︑ガヤ また︑広場へは同℃屋根

ス壷警鐘の拠点惑ったたTむ﹂のモデルケース卜して︑県内だけでなく県
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く︑コンサートや試演会などに
行きたいなどという親のための
出破傷育︑そして産前産後の母
親支援のためのベビーシッター
事業皇腐心ている︒いずれも
保育士が出向くシステムだ︒
さらに︑子育て体験の浅い母
親たちがヱ妻もと一緒に集い︑．

悩みをはじめさまざまなことを
話し合った彗遊んだqある
いは先輩母親の経験軟を聞いた

では解決できない問題だが︑
川富んは﹁多くの人と宇を機
一歩一歩進んでいきたい﹂ケ
前向きだ︒
︻菅沼完美

といケ︒一NPOの頑張りが

連携が必要になってくるが︑
切な役割を果た塵内科瞑
不足しているのが大きな悩克

りつけ医︶と福祉︵介護︶ナ

のためには医京︵専門医とか

があれば可能になる︒ただ︑

理解と適切な椙祉︵介哲倫

で受け入れられなくなりがち
が︑初期であれば家族︑地相

自分らしい．生活を

連褐先 八日市市東沖野2の5の5。￣
．電話、ファクス0748・20・5457

外か豊吐日を受ける︒

﹁人々が互いに享見合い︑互
㌣に尊敬し合い︑住み慣れたわ
川象やわが町で︑白分らしい生
伯がいつまでも続けられるこ
ルふくしの家八日市﹂

L﹂を厭って∞年3月︑﹁しみ

展開している事業は数多い︒

N表︶が誕生した︒

札束のお年寄りが︑それまでの
エ活環境に近い状態で暮らせる
ンループホームを温営している
措か︑坊間介護事業は︑一人一
︵に合った被介護の高齢者自ら
〃．決定できる快適で安全な生活

て︑就学前幼児を対象にした保
育事業も行っている︒乳幼児は
本来︑家庭で過ごすのが一番望
ましいのだが︑さまざまな事情
で長期あるいは一時的に子ども
を預かってほしいという親たち

l方︑子育て事業の一環とし

員はそれぞれ20人ほどだ︒

後6時15分まで開いてい脅定

だ︒平日の午前11騰45分から午

出が進むなか︑低学年の子ども
たちが放撰後︑安全に︑しかも
有意詫に過ごせる場所を︑とい
う親たちの要望に応えた事業

住み慣れた家︑町で
慄障を理念に身体介護と豪事援
町を行う訪問介護事業も実施し
ている︒身体介護は食事︑許せ
つ︑入浴︑衣類を着たり脱いだ
りの支援をし︑家事援助は掃除︑
選択︑調理︑買い物などが対象
だ︒利用区域は八日市市矛中心
に蒲生︑神崎︑愛知部の一部に
及び︑日曜︑祭日も含め24時間

対応できる︒
学童保育事業は︑八日市帝小
区と布引小区で﹁学童クラブお
きの﹂とr学童クラブぬのびき﹂

を開設している︒女性の社会進

しみんふくしの家八日市
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しみんふくしの家八日市保育

み約
ながら︑元気いっぱいの
て以来︑保護者の様々なニープホームを山か所に集

る木が多く︑子どもたちは
一室から庭や花壇のあるN
しPO法人しみんふくし プンし︑自立生活支窪幼
季節や自然の恵を感じ︑お
のホ
家八日市が︑子育て支援がスタートした︒
みんふくしの 家 グ ル ー プ
年
ル寄りとのふれあいを楽し
を目的に四年前に設立され これを機に︑保育とグ

ーム︵八日市市 東 沖 野 二 丁
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時と
間を過ごしている︒
どもたちが青 空 の 下 で 元
ー気
ズ庖ロわせて︑蒜預か することで︑子どもたち

現在︑十組ほどがそれぞ
り︑
から月極めまでの保育サお年寄りの自然な変mの中
よく活動して い る ︒ ま た
れな
の都合に合わせて利用し
での情緒安定や人格形成
ーる
ビスを行ってきた︒
グループホー ム を 利 用 す
てで
いるそうで︑中には︑幼
また︑昨年十二月には︑ど︑相乗的な効果が期待
お年寄りも︑ 外 か ら 聞 こ え
稚室
園から帰ってからここで
呆︑
高齢者のためのグル1 きるとして︑ホームの一
て来る元気な声に誘わ幻痴し
預かってもらう保護者もい
るとか︒
急な用事だけでなく︑自
分の時間の確保︑近所に遊
び相手がいない︑集団生泊
の耗放などによる望円にも
応じている︒
保育時間は午前几晒から
午後五時だが︑時間外や上
曜日︑休祝日の保育の相談
にものってくれる︒傑督料
は二仲間七百円︒問い合わ
せは︑しみんふくしの家八

元気に水遊びする子どもたちと時折声を掛ナながら見守るお年寄り

青空と目然のーで

〈日刊〉第1。783号 購読料一カ月500円一部20円

を保育室にすることに︒
どもたちとの交流を楽しプホーム裏近江地域では
しみんふくしの安八日子市
施設内の花壇には実のな
じめて東沖野二丁目にオー
んの
でいる︒
保育が今春︑ 駅 前 の ビ ル
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