
　近年、子どもが犯罪の被害者となる痛ましい事件が多発するなど、青少年を取り巻く環境への懸念が高まって
います。
　また、ニート、ひきこもり、不登校などの困難を有する子ども・若者の問題は依然として深刻です。
　次代を担う子どもや若者がのびやかに成長できるよう、皆さんのご協力をお願いします。

～�青少年健全育成に関する行事�～
多くのご来場をお待ちしています

■はつらつ野洲っ子育成フォーラム
　日　時…12月８日㈯　午後１時30分～
　　　　　　　　　　　（受付／午後１時～）
　場　所…さざなみホール

11月は「子ども・若者育成支援強調月間」です

問い合わせ…生涯学習スポーツ課☎587－6053、FAX587－3835

　こんなことするの、うちの子だけ？と思うよ
うな親を悩ますお子さんの行動はありません
か？意外と他の保護者も同じ悩みをもっている
かもしれません。悩みを共有し、具体的な対応
について考えてみましょう。

日程等…▽�第４回／子どものこんなとき、
　　　　　　　　　どうする？
　　　　　11月29日㈭　午前９時30分～正午
　　　　　　　　　　（受付／午前９時15分～）
場　所…野洲市健康福祉センター集団健診室
対　象…乳幼児とその保護者、先着40人
内　容…講話、グループワーク
持ち物…母子健康手帳、筆記用具
申し込み・問い合わせ…健康推進課
　　　　　　　　　　　☎588－1788、
　　　　　　　　　　　FAX586－3668

子どもの発達教室の
お知らせ

認知症啓発講演会の
お知らせ

　認知症は、誰にでも起こりうる脳の病気による症状
で、高齢者だけではなく、原因によっては65歳未満の
若い世代にも起こります。
　認知症について、正しく理解し、
誰もが地域の中で自分らしく生活
できるよう、一緒に考えてみませ
んか？

日　時…12月１日㈯
　　　　午後１時30分～３時
場　所…野洲図書館本館ホール
対　象…どなたでも、先着90人
内　容…�講演「それは認知症のはじまりかも知れませ

ん、あなたも私も大丈夫？�～住み慣れた地
域で自分らしく過ごすために�～」／藤本直
規さん（藤本クリニック院長、医師）

持ち物…筆記用具
参加費…無料

※�お車で来場される場合は、野洲市健康福祉センター
または野洲図書館駐車場をご利用ください。

申し込み�・問い合わせ…11月26日㈪までに住所、氏名
を電話またはファクスのいずれかで地域包括
支援センター☎588－2337、FAX586－3668
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11月は「児童虐待防止推進月間」です !

　　　　　　～ 未来へと　命を繋ぐ　１
い ち は や く

８９ ～　（平成30年度 最優秀標語）

　児童虐待に関する相談対応件数は、毎年増加傾向に
あり、子どもの生命が奪われる重大な事件も後を絶た
ないなど、深刻な状況が続いています。
　児童虐待は、子どもの人権を著しく侵害するもので
あり、その心身の成長および人格の形成に重大な影響
を与え、将来の世代の育成にも懸念を及ぼします。
　平成29年度の児童虐待相談件数は、滋賀県で6,392件
（対前年比：105.4％）、野洲市では450件（対前年比：
107.1％）とわずかながら増加しており、年齢別では小
学生以下が全体の約87％を占めています。
　子ども自身にとって最も安心できるはずの家庭の中
で起こることから、その発見や対応が難しく、社会全
体で取り組むべき課題です。
　子どもたちは自分で身を守ることができません。守
れるのは社会であり、私たちです。子どもや保護者か
らの【サイン】を見逃さないことが大切です。

【子どもからのサイン】
　◇不自然なあざ・やけど
　◇極端にやせている
　◇衣服やからだが不潔
　◇無表情、大人を見るとおびえる

【保護者からのサイン】
　◇いつもイライラして子どもに当たる

　◇子どもの健康や安全への配慮がない
　◇子どもを家に置いたままの外出が多い
　◇地域との交流がなく孤立している
「気になるなあ」「もしかして虐待かも？」と疑った
らすぐにお電話ください。

相談・問い合わせ…
　▽児童相談所　全国共通�３桁ダイヤル
　　　　　　　　　　　　☎189番（いちはやく）
　▽滋賀県虐待ホットライン（24時間対応）
　　　　　　　　　　　　☎562－8996
　▽市家庭児童相談室　　☎587－6140、
　　　　　　　　　　　　FAX586－2176

　子育て中の保護者で、なかなか子育てが思うように
いかないと不安や悩みをかかえておられる人も多いの
ではないでしょうか。
　話すことで気持ちが軽くなったり、冷静になれたり
することもあるので、そんなときは身近な人に話をし
てみたり、市家庭児童相談室にお気軽にご相談くださ
い。

オレンジリボンは子どもを虐待から

守るメッセージリボンです!

女性に対する暴力をなくす運動
11月12日（月）～25日（日）

　暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を
問わず、決して許されるものではありません。特に、
配偶者等からの暴力、いわゆるドメスティック・バ
イオレンス（DV）や性犯罪、ストーカー行為、売買
春、セクシュアル・ハラスメント等女性に対する暴力
は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共
同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題
です。
　この運動をひとつの機会ととらえ、今一度、女性の
人権を尊重することについて考えてみましょう。

○身体的暴力
　◦殴る、蹴る、首を絞める
　◦髪の毛をつかんでひきずる
　◦物を投げつけるなど

○性的暴力
　◦嫌がっているのに性行為を強要する
　◦避妊に協力しない

　◦無理にポルノビデオ等を見せるなど

○精神的暴力
　◦無視する
　◦�「おまえはバカだ」「誰のおかげで生活できるん

だ」など無能だと思わせる
　◦�「殴るぞ」「出て行け」「別れるなら殺す」と脅す

など

○経済的暴力
　◦生活費や保険証を渡さない
　◦過度にお金を細かく管理する
　◦酒や賭け事に生活費をつぎ込むなど

ひとりで悩まずにご相談ください。

相談・問い合わせ…家庭児童相談室
　　　　　　　　　☎587－6140、FAX586－2176
　　　　　　　　　DV相談ナビ　0570－0－55210

暮らしの情報
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乳幼児揺さぶられ症候群
～赤ちゃんを激しく揺さぶらないで～

　小さい子どもは激しく揺さぶられると、脳が頭
蓋骨の内側に何度も打ちつけられて損傷を受け、
重大な障がいを負うことや、命を落とすことがあ
ります。
　赤ちゃんは生後しばらく、理由もなく泣くこと
があります。赤ちゃんが泣きやまなくて困ったと
き、まずは、自分の気持ちを落ち着かせて、泣き
声に耳を傾けてみましょう。

◦�お腹がすいたのかな？、オムツが濡れて気持
ち悪いのかな？、寒いのかな？、眠いのにう
まく眠れないのかな？など。声かけしながら
抱っこしてみましょう。

◦�いろいろお世話しても泣きやまないときは、
そのまま安全なところにあおむけに寝かせ、
赤ちゃんから離れて、ちょっと一息ついて、
様子を確認しましょう。

　※�赤ちゃんがひどく泣き続ける、発熱や嘔吐
するなどの症状がある場合は、かかりつけ
医に相談してみましょう。

◦�家族などの親しい人や相談窓口に電話などで
話してみましょう。

赤ちゃんはあなたを責めたり、困らせようとし
ているわけではありません。赤ちゃんが泣く理
由はきっと少しずつ見つかります。赤ちゃんの
泣きはいつか終わりがくるものです。

★�もしも、赤ちゃんを揺さぶってしまったら、す
ぐに医療機関を受診して揺さぶったことを正直
に話してください。対応が早ければ赤ちゃんを
救える可能性があります。

S
シ ズ

IDS（乳幼児突然死症候群）
　この病気は、何の予兆や既往歴もないまま赤ちゃ
んが睡眠中に突然死亡する原因不明の病気で、窒
息などの事故とは異なります。生後２カ月～６カ
月に多く、まれに１歳以上でも発症することがあ
ります。次の①～③で、発症を減らせることがわ
かっています。

①�１歳になるまでは寝かせる時はあおむけに寝か
せましょう
　医学上の理由でうつぶせ寝をすすめられてい
る場合以外は、赤ちゃんの顔が見えるあおむけ
に寝かせるようにしましょう。

②タバコはやめよう
　タバコは、SIDS発生の大きな危険因子です。
両親が喫煙する場合、両親が喫煙しない場合の
約4.7倍発症率が高いと報告されています。赤ちゃ
んのそばでの喫煙もよくありません。身近な人
の理解も大切ですので、日頃から喫煙者に協力
を求めましょう。

③できるだけ母乳で育てよう
　母乳で育てられている赤ちゃんは、人工乳（粉
ミルク）で育てられている赤ちゃんと比べて発
症率が低いと報告されています。人工乳がSIDS
を引き起こすわけではありませんが、赤ちゃん
の体重が順調に増えている場合は、できるだけ
母乳を与えましょう。

～ 揺さぶられ症候群とS
シ ズ

IDS（乳幼児突然死症候群）を知ろう ～
お母さんやお父さん、育児中の皆さんにぜひ知って欲しいことがあります

滋賀の医療福祉を守り育てる県民フォーラム

　超高齢化社会を迎え、地域で自分らしく暮らし続け、
それぞれの望む人生の最終段階をどのように迎えるか
について考える県民フォーラムを開催します。

日　時…11月11日㈰
　　　　午後１時30分～５時（受付／午後１時～）
場　所…野洲文化小劇場
内　容…▽�オープニング「横笛と長唄三味線の二重演

奏」／藤舎伝生さん、杵屋寿哉さん
　　　　▽�記念講演「最期まで自分らしく暮らすため

に」／上野千鶴子さん（社会学者・認定

NPO法人ウィメンズアクションネットワー
ク（WAN）理事長）

　　　　▽�啓発劇「もし、わたしが認知症になったら」
　　　　　（脚本：滋賀医科大学国際保健・地域医療
　　　　　研究会TukTuk）
参加費…無料
申し込み�・問い合わせ…医療福祉・在宅看取りの地域

創造会議運営事務局（滋賀県庁内）　　　　
☎528－3529、FAX528－4851

問い合わせ…健康推進課☎588－1788、FAX586－3668
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住生活総合調査が
実施されます！

　12月１日を調査基準として、全国で住生活総
合調査が実施されます。この調査は、国土交通
省が住生活の安定・向上に係る総合的な施策を
推進するため必要となりますので、回答へのご
協力をお願します。

調査対象…�10月に実施された住宅・土地統計調
査に回答いただいた世帯の中から抽
出された世帯

調査方法…�11月下旬に調査票を配布し、回答は、
郵送またはインターネットにより
行っていただきます。

問い合わせ…住宅課
　　　　　　☎587－6322、FAX586－2176

第79回国民スポーツ大会・第24回全国障害者スポーツ大会

モザイクアートポスターに使用する写真を募集します！

募集テーマ…滋賀県の魅力またはスポーツ・運動の魅力を表現した写真
　　　　　　（例）
　　　　　　　◦滋賀県の風景や観光地、特産物を写した写真
　　　　　　　◦スポーツ・運動を楽しむ様子を撮影した写真
　　　　　　　◦マスコットキャラクターを写した写真�など
応募方法…�11月30日㈮までにSNS（Instagram、Twitter）で「#スポー

ツでモザイクアート」をつけて写真データを投稿してくださ
い。

　　　　　※�Ｅメールや大会専用ホームページからの応募も受け付けま
す。詳細は、大会専用ホームページをご覧ください。

問い合わせ…�第79回国民体育大会・第24回全国障害者スポーツ大会滋
賀県開催準備委員会�写真募集係（〒520－8577大津市京
町四丁目１番１号�滋賀県県民生活部スポーツ局国体・全
国障害者スポーツ大会準備室内）☎528－3321、Ｅメール
kokutaikikaku@pref.shiga.lg.jp、ホームページhttp://www.
pref.shiga.lg.jp/c/sports/2024/poster/mosaicartboshu.html

※�平成35（2023）年１月１日から「国民体育大会」は「国民スポーツ大会」
に名称が変更されます。

2024滋賀 国体・全国障害者スポーツ大会
マスコットキャラクター

「キャッフィー」　「チャッフィー」

大会専用ホームページ

抽選でプレゼント！
☆近江牛ギフト券（５人）
☆マスコットグッズ（30人）

【里親とは？】
　保護者の入院、離婚、経済苦、養育の拒否、虐待など、
さまざまな事情から家庭で暮らすことができない子ども
を、自らの家庭に迎え入れて養育することです。
　主に、養育里親と養子縁組里親の２種類の里親があり、
一定の研修や審査を受けたあと、里親として登録されま
す。

【いろんな里親さんを求めています】
　◦短期間（数日～数週間程度）だけ養育する里親
　◦子どもが学校を転校しなくてもいいように、同じ校
　　区の子どもを養育する里親
　◦中学生、高校生を養育する里親
　◦乳幼児期から長期（年単位）で養育する里親
　◦養子縁組を希望する里親�など

※多くのご家庭が里親家庭として登録していただくこと
　により、子どもたちの生活の場所の選択肢が広がりま
　す。

問い合わせ…滋賀県中央子ども家庭相談センター
　　　　　　（草津市笠山７丁目４－45）
　　　　　　☎562－1121、FAX565－7235

里親家庭を募集しています！
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　社会福祉協議会では、次の世帯を対象にした要保護
世帯支援事業および福祉施設を対象にした福祉施設等
助成事業を実施します。

要保護世帯支援事業
●�ひとり親世帯（両親がなく、祖父母等が養育してい

る世帯を含む）
　　次の①②ともに該当する世帯
　　①18歳以下の子どもがいる　②一定の収入がない

●高齢者のみの世帯（ひとり暮らしの高齢者世帯を含む）
　�　おおむね75歳以上で、年金（国民年金に限る）収

入のみで生計を立てている世帯

●障がい者世帯
　�　常時、障がいのある人を介護する必要があるため、
就労が困難であり一定の収入がない世帯

　※�障がい者とは、身体障害者手帳・療育手帳・精神
障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人

●疾病等による要介護世帯
　�　常時、疾病等のある人を介護する必要があるため、
就労が困難であり一定の収入がない世帯

●東日本大震災で被災し野洲市に避難されてきた世帯
　�　被災したことが証明でき、平成30年10月１日現在
で３カ月以上野洲市に在住されていること。
申請方法…�11月19日㈪までに各地区の担当民生委員児

童委員へ相談してください。各地区の民生
委員児童委員から同協議会に申請します。

福祉施設等助成事業
　市内の福祉施設および団体（入所、通所に限る）

申請方法…�11月19日㈪までに施設および団体から同協
議会に申請してください。

助成額…�歳末たすけあい募金配分委員会にて決定しま
す。

問い合わせ…野洲市社会福祉協議会
　　　　　　☎589－4683、FAX589－5783

　平成30年８月末現在、全国の警察から指名手配
されている犯人は、警察庁指定重要指名手配被疑
者を含め、約660人となっています。
　警察では、特に重要な犯罪の指名手配被疑者を
選定した上で、毎年11月中に全国警察の総力を挙
げて追跡捜査を行い、早期検挙に取り組んでいる
ところです。
　当然、その他の指名手配被疑者についても追跡
捜査を実施しており、皆さんが安心して生活して
いただけるよう、日々、検挙に向けた活動を行っ
ております。
　指名手配被疑者の検挙には、皆さんのご協力が
必要不可欠です。
　指名手配被疑者によく似た人物を見かけた、不
審な人物がいるといった情報があれば警察に通報
していただくようお願いします。
　たとえ、通報していただいた情報が違っていて
も、捜査した結果の一つ一つが犯人の検挙へと結
びついていくことになります。

問い合わせ…守山警察署☎583－0110

安全なまちづくりをめざして　守山警察署

指名手配被疑者の
発見・逮捕にご協力を！

平成30年度 歳末たすけあい募金配分事業

　成年後見制度について、仕組みや手続きの方法など、
なんでもご相談いただけます。ご相談は、成年後見セン
ター「もだま」の相談員がお受けし、内容によっては専
門機関にもおつなぎします。
（相談無料・予約不要・秘密厳守）

日程等…

開催日 場　所

11月７日㈬ �野洲市役所本館１階相談室

12月13日㈭ �栗東市役所２階第３会議室

　平成31年
１月10日㈭

�守山市すこやかセンター３階
�講習室

時　間…いずれも午後１時30分～４時
対　象…�野洲・守山・草津・栗東市在住の本人とその支

援者（家族・施設職員・ケアマネ等）
※手話通訳が必要な人は事前にご連絡ください。
問い合わせ…特定非営利活動法人成年後見センター
　　　　　　もだま☎598－0246、FAX598－0888

成年後見制度に関する
相談会のお知らせ
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