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マタニティーひろば
8日(火)

17日(木）

19日(土)

妊婦さんが対象です。
赤ちゃん用の簡単な玩具を作りながら、情報交換をしましょう。

ひよこの部屋
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ひよこの部屋
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ひよこの部屋
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毎月、第３土曜日は子育て支援センターを開けています。親子で遊びながら、
子
仲間と情報交換をしましょう。
報

出張子育て支援センター開設
21日(月)

この日はにこにこデーが岸本に出張しますので、
気軽に遊びに来てください。
勿論、溝口保育所内のひよこの部屋も開けています。

23日(水)

わくわくひろば０才

24日(木)

わくわくひろば１才

25日(金)

わくわくひろば２才以上

岸本
9：00〜11：30
保健福祉センター
13：30〜16：00
母子保健室

活動内容：身体測定、
ふれあい遊び、ゲー
ム、情報交換などを
計画しています。

ひよこの部屋

☎62−0130

地域包括支援センターNews

こんにちは！伯耆地域包括支援センターです︒

地域包括支援センターとは？

地域包括支援センターは︑住み慣れた地域でその人らしい生活
を続けることができるよう︑さまざまな方面から高齢者の皆さん
を支える機関です︒ 主任ケアマネジャー︑社会福祉士︑保健師な
どが配 置されており︑それぞれ専 門 分 野の仕 事だけをするのでは
なく︑互いに連携を取りながら
﹁チーム﹂
として皆さんを支えます！

こんなことを行います！

①介護予防ケアマネジメント
介護予防教室の開催など︑介護予防のお手伝いをします︒

②地域支援の総合相談
介 護 保 険だけでなく︑制 度や地 域 支 援など様々な相 談をお
受けします︒

③権利擁護
虐待の早期発見や︑人権や財産など高齢者の権利を守ります︒

④ケアマネジメントの支援
よりよいサービスが提供されるよう︑ケアマネージャーの後
方支援をします︒

相談例

●介護保険サービスを利用したい︒どんなサービスがあるか知りたい︒
●介護のことで悩みがあるが︑誰に相談していいか分からない︒
●施設で暮らすための相談をしたい︒
●自分や家族︑近所の方の物忘れがひどくなってきた︒
●足腰が弱り︑外出の機会が減ってきた︒
●虐待かもしれない︒
●金銭管理や契約など︑大事な手続きをするのに自信がない︒
など

高齢者の暮らしや介護について︑お困りのことや聞いてみたい
ことがありましたら︑ぜひご相談ください︒

【問い合わせ・申込み先】伯耆地域包括支援センター(健康対策課生活相談室内) ☎68−4632
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消費者被害、遺言・相続、離婚、多重債務などの法
律問題について、弁護士が無料で相談に応じます。事
前予約制で、先着順となりますので、お早めにお申込
みください。
と き 4月22日(火)
13：00〜15：00
ところ 岸本公民館

【問い合わせ・申込み先】
法テラス鳥取地方事務所 ☎050−3383−5495

A L T 通 信

10：00〜11：30

１. 行事の詳細は、子育て支援センターだより
「すくすく」
に記載していますので、ご覧ください。
たよりは各保育所、各図書館、健康増進室に置いていますので、ご利用ください。
また、町のホームページでもご覧頂けます。
２. 子育て支援センター
（ひよこの部屋）
は、溝口保育所の一室にあります。
３. 上記行事以外はにこにこデーとして、どなたでもご利用できます。
開設時間内 （９
：
００〜１１
：
３０ １３
：
３０〜１６
：
００）
でしたら,いつでもおいでください。

【問い合わせ先】子育て支援センター

無料法律相談会

（第26回）
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伯 耆 町 子 育て支 援センター

と き

子育て支援センターは子育て中の親子が気軽に利用できる場所です。親
子で遊びながらお母さん同士の交流もできます。
また、育児相談など子育ての悩みを一緒に考えます。楽しい行事を沢山
計画していますので、気軽に、ご利用ください。

月 の行事

こんにちは
伯耆町子育て支援センターです。
今年度も皆さんとの出会いを
楽しみにしています。

赤十字救急法講習会のご案内
けが人や急病人の観察の仕方、心肺蘇生やＡＥＤを用
いた除細動の方法の講習会を行います。
と き 5月10日(土) 9：30〜15：00
ところ ふれあいの里(米子市錦町1丁目139-3)
申込み 福祉課まで連絡いただくか、日本赤十字社の
ホームページから申込書をダウンロードし、期
限までに提出してください。
締切り 4月30日
（水）
受講料 1,500円
【問い合わせ・申込み先】
日本赤十字社 鳥取県支部 ☎0857-22-4466
ホームページhttp://www.tottori.jrc.or.jp

このコーナーは、外国語指導助手（ALT）による
エッセイを、英語と日本語で紹介します。

皆さん、
こんにちは。
今月は私にとって面白い月でした。伯耆町の音楽祭である伯耆町町民音
楽祭が鬼の館ホールでありました。
その音楽祭では、私のバンド
「流離旅団」
として演奏しました。私たちはスー
パーバタードッグスの「さよならカラー」、私たちのオリジナル曲「メリー・
ゴー」
、ブルーストラベラーの
「メイビー・アイム・ロング」
、ビートルズの
「ヘイ・
ジュード」
の４曲を演奏しました。
オリジナルソングの
「メリー・ゴー」
はギタリストの三原渉さんが書いた曲
で、私と渉さんで日本語に訳しました。観客の皆さんは私たちから直接、ライ
ブでしか聴くことができないので、私はこの曲が大好きです。演奏の度にい
つも楽曲の雰囲気が少し違うので、私たちの演奏はいつも唯一のものです。
この音楽祭はとても楽しかったです。私は一生忘れないでしょう。
私はたくさんの素晴らしい演奏者たちとも出会うことができました。溝口
小学校の校長先生とPTAの人達はとても素晴らしかったです。私は彼らがカ
バーしたビギンの
「島人ぬ宝」
がとても好きです。私は本当に彼らと一緒に歌
いたかったです。また、はたがさき・ふぁみりぃ・ばんどの演奏も素晴らしいも
のでした。彼らがカバーしたハイロウズの
「日曜日よりの使者」
は最高でした。
私は溝口のALTであるアレックスとバンドのメンバーと一緒に舞台裏で踊り
ました。
最後まで読んでくださり、ありがとうございます。また次回の掲載でお会い
しましょう。
ジョシュ

町民音楽祭で熱演

ボーカルを務めるジョシュ
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