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東近江保健センターからのおしらせ

健 康 診 査 及 び が ん 検 診 の 追 加 日 が 決 ま り ま し た！
湖東地区の健（検）診の追加日 ★健（検）診会場は「湖東コミュニティセンター」です。
実 施 日
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■：受付時間は午前９時から１１時までです。

← 東近江ホームページ
全日程につながる
QR コード

健康診査及びがん検診は全て予約制です（結核検診は予約不要です）
。
他の日程、会場もあります。詳細は東近江市のホームページで御確認ください。
お問合せ、予約のお申込みは、下記まで御連絡ください。
◆ 東近江保健センター
電話 0748-23-5050 ＩＰ電話 050-5801-5050
◆ 湖東支所保健師の窓口 電話 0749-45-0575 ＩＰ電話 050-5801-0511

～ まち協だより ～
福祉部会
第３回目
福祉部会（湖東地区社会福祉協議会）
では、
７月３日、一人暮らし高齢者や調理困難な方
を対象に、見守りを兼ね“季節の味お届けサ
ービス”を実施しました。この日は、ボラン
ティアグループたんぽぽさんがちらし寿司
を９０食作ってくださいました。それを
湖東中学校の生徒さんが描かれた絵手紙
で包み、民生委員さんが届けてください
ました。多くの人の力で見守りができる
事がうれしいですね。
（Fukuda）

コミセンで音楽を聴こう
プロジェクト♪
私たちは、コミセンにみんながリラックスして集
い、楽しいひと時を過ごせる場所を作りたいとの思い
から、コミセンで共に音楽を聴くプロジェクトを立ち上げました。
≪リラックスでき、快適に、コミセンに来てよか
った≫と思ってもらえるように何かできないかと模索
したところ、音楽を流すという案が浮かびました。今
まで硬い雰囲気に思われがちだったコミセンが、明る
く集まりやすい雰囲気になると思います。
家庭では忙しくなかなか音楽を楽しめない方も、
音楽が大好きな方も、音楽談義をしたい方も、そして
今までコミセンに足を運ぶことがなかった方も、たく
さんの方に音楽が流れているコミセンでホッと一息入
れてほしいです。
コーヒーなどの提供も考えております。（新型コロ
ナウィルスを配慮して中止する場合あり）まずは手始
めに１０月４日（日）１５時００分～１７時００分に
ジャズ（マイルス・デイビスあたりかな？）を予定し
ています。
（Nishimura）

『おやすみ、ぼく』
「最近、
子どもが夜なかなか寝てくれ
なくて……」
というお母さんの声をよく
聞きますが、
お子さんにゆっくり読んで
あげていただきたい絵本です。もちろ
ん、自分で読める子はおやすみ前に自分
に読んでほしいです。
「おやすみ、ぼく」
の代わりに子どもさんの名前を入れて、
「おやすみ、○○ちゃん」と言ったり、
「おやすみ、
ひざさん」
というところは、
ひざにそっと触れてあげたりしても
いいですね。大人も子どもも、とっても
優しい気持ちにしてくれます。
読まれた皆さんが、
穏やかで静かな夢
を見られますように！
湖東子育て支援センター 加藤ひとみ

『おやすみ、ぼく』
アンドリュー・ダッド 文
エマ・クエイ 絵
落合 恵子 訳
クレヨンハウス 出版

第４回目は童夢の館どむどむさんが
紹介してくれます。

サロンと見守り、こんなことしました！
今在家町では、７月
１３日、１９名のあったか
サロン参加者の皆さんの見守り
活動として、福祉推進委員とボラ
ンティアが訪問させてもらいまし
た。熱中症対策のチラシとバラ、
カーネーション等お好きな花束を
選んでもらい、お渡しして
きました。

北菩提寺町のサロンは、
６月から月一度開催。７月２１日は、
リハビリ体操と脳トレレクリエーション。皆さん
マスクしながら、静かに元気に体操されていました。
参加者は約２０名（参加費 100 円）、ボランティア
６名で運営しています。

小八木町は、４月のお花見か
ら３ヶ月ぶりにサロンを行いました。手洗い、
換気、マスク等、気をつけながら再開。久しい顔と
顔、参加者（１０名）の皆さんもスタッフ（８名）
もにっこりしながら、体操や脳トレで楽しい
時間を過ごしました。
池庄町では、
北清水町では、年齢に関係
あったかサロンと
なくだれでも参加できるサロン『よう
して６月６日、朝９時
あんたさん』を実施。７月はぬりえ、
よりグラウンドゴルフを
歌集、クイズ、エコバックの他、健康
行いました。１６名が参
な食事のお便りを全戸にお届けしました。
加し、真剣な中でも楽し
クイズの正解者には景品がでるというおまけ
いひと時を過ごしました。
つきです♪エコバックは、「買おうと思って
いたのでうれしい！」と喜んでくださる
人がたくさんおられました。
５月２３日、読合堂町『てとて』
では、支援が必要な一人暮らしの方の声かけ訪問
を行いました。当日は、ボックスティッシュとお菓子を
持参し、体調の変化や困りごとはないかなど最近の様子
をお伺いしました。
注：『てとて』は、女性１０名で結成されたボランティ
アグループです。
大沢いきいき郷づくり福祉活動部会で
は、対象となっている高齢者の誕生日に部会の
メンバーがお宅へ訪問し、ケーキとメッセージ
カードを渡して誕生日をお祝いしました。
７月は３件実施し、皆さん突然の訪問に
びっくりされましたが、喜んでい
ただけました。

サロン活動助成事業について、特別措置があります！
新型コロナウイルス感染症の関係で、年６回以上活動することができない場合や、サロンの
代わりに見守りを兼ねた訪問等でも助成が受けられる場合があります。
「うちのとこどうやろ？」と思われた方、一度社会福祉協議会まで相談してください。
【東近江市社会福祉協議会湖東事務所 TEL 0749-45-2666 IP 050-5802-2974】

２０２０年度さざんか学習講座再始動 !!
受講生募集しております♪
今年度さざんか学習講座は新型コロナウイルスの感染拡大・集団感染防止の
ため３ヶ月間お休みをさせていただきましたが、
『新しい生活様式』を心がけなが
ら７月より改めて再始動させていただきました。まだまだすべての教室を開始とはできないのが現状ですが、
講師の先生方と話し合いながら実施に向けて進んでおります！いろいろな珈琲を楽しむ教室、季節の花を楽
しむ教室、クリスマスツリーを作る教室など、いろいろな教室があります。
教室についてのお問い合わせは湖東コミセンまで → 湖東コミセン TEL0749-45-0950

～ ９月のまちカフェ通信 ～

お知らせ
９月 さざんか学習講座
3・17 日（木） 13:30～ 大人のやさしい書道教室

14 日（月） 19:30～ 三味線に挑戦！！
17 日（木） 10:00～ 歌う脳トレ♪
23 日（水） 13:30～ ミラクルレディ教室
昼コース

25 日（金） 13:30～ 季節の花を楽しむ教室
25 日（金） 19:30～ ミラクルレディ教室
夜コース

26 日（土） 9:30～ こどもクッキング教室

こもれ日 小田苅家

★ あじさい食堂 ★

９月９日（水）
、９月 23 日（水） 参加費：100 円
※ 新型コロナの影響で、中止になる場合があります。

新型コロナウイルスの影響で、９月も中止と
させていただきます。
先月に引き続き、【おうち時間】を楽しく過ごし
ていただくために、下記の日程で“まちがいさがし”
や“歌集”などを別館事務局で配布します。
９月 １日（火）１０時～１２時
９月１５日（火）１０時～１２時
※ 新型コロナウイルスの状況で中止にさせて
いただく場合があります。

まちカフェ再開に向けて、信楽
焼きのカップが仲間入りしま
した。お洒落なカップでおいしい
コーヒーを飲みながら、おしゃべ
り ができる 日を、ス タッフ一同
心待ちにしています。
≪ お問合せ ≫
こもれ日小田苅家：０９０-３２８８-６５８０

【お願い】余っている食材を分けていただけませんか？
ご連絡いただければ、いただきにまいります。皆さまの温かいご支援をお願いします！

〈これは広告です〉

コロナに負けるな！企業さん応援企画！！広告掲載料金を 3,000 円に値下げ！掲載枠を縦 67ｍｍ、横 190ｍｍ
にサイズアップ！詳しくは湖東まち協事務局までお問い合わせください。
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