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野洲慈恵会 ボランティアさん 募集中です 

 

あなたの得意技を必要としている人がいます 

あなたの時間を

地域の力に！ 

日程は相談に応じます。 

活動場所 

野洲慈恵会の各施設 

ぎおうの里      野洲市冨波甲 1340 番地１ ☎077−586−5159 

悠紀の里       野洲市南桜 2131 番地１   ☎077−587−4111 

あやめの里      野洲市吉川 3854 番地 1   ☎077−589−8533 

デイセンターさくら   野洲市南桜 2292 番地 56  ☎077−518−0530 

きたの保育園     野洲市市三宅 242 番地 1  ☎077−518−1866 

ボランティアをしてみたいと感じら

れましたら、まず体験から！ 

あなたの一歩からです。 

自分自身の健康のために 

始めてみませんか 

活動内容 

喫茶やサロンのお手伝い 

お料理してくださる方 

子どもたちと昔の遊びをする 

 

 

 

❶ 

草刈り 庭木の剪定 

草取り 

花植え 

花の水やり 

❷ 

エアコンのフィルター掃除 

日曜大工・縫い物 

子どものおもちゃ作り 

 

❸ 

グループ活動やイベントで

の音楽・劇などの趣味を活

かしたご公演 

 

 

❹ 

将棋・オセロ等ゲームのお相手 

散歩の付き添い 

買い物支援 

体操を一緒にしてくださる方 

 

❺ 

地域福祉担当 あやめの里 松尾まで 

ご希望の活動場所へおつなぎします。 

☎ 077−589−8533 

お気軽にお電話を�❤ 

お車に乗れない方 ご相談ください� 



 

 2 デザイン性 

互換性や機能性 号 | 日付 

1

設計し直されました。一新され、より直

感的になったインターフェイスにより、こ

れまでとは違うやり方で、アイデアを表

現したり、毎日のスケジュールを管理し

たりできるようになっています。 

Office for Mac は洗練されたグラフィック

スやテキスト効果を使用してプロフェッ

ショナルなデザインのドキュメントを作成

するためのツールが用意されています。

統一されたテーマやレイアウトのプレゼ

2

ンテーションを作成したりできます。  

使いやすさの向上を目指して、新たに設

計し直されました。一新され、より直感

的になったインターフェイスにより、これ

までとは違うやり方で、アイデアを表現

したり、毎日のスケジュールを管理した

りできるようになっています。 

Office for Mac は互換性や機能性、使

いやすさの向上を目指して、新たに設計

3

し直されました。一新され、より直感的

になったインターフェイスにより、これま

でとは違うやり方で、アイデアを表現し

たり、毎日のスケジュールを管理したり

できるようになっています。プロフェッシ

ョナルなデザインのドキュメントを作成す

るためのツールが用意されています。 

1

目指して、新たに設計し直さ

れました。 

一新され、より直感的になったインター

フェイスにより、これまでとは違うやり方

で、アイデアを表現したり、毎日のスケ

ジュールを管理したりできるようになって

います。 プロフェッショナルなデザイン

2

のドキュメントを作成するためのツール

が用意されています。  

また、期待どおりの結果が得られるよう

にデータを管理したり、デザイン性の高

い、統一されたテーマやレイアウトのプ

レゼンテーションを作成したりできます。 

デザイン性の高い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテ

ーションを作成 

期待どおりの結果が

得られるようにデータ

を管理 



 

 3 デザイン性 

互換性や機能性 号 | 日付 

互換性や機能性 
使いやすさの向上を目指して 

+ 

1

新たに設計し直されました。一新され、より直

感的になったインターフェイスにより、これま

でとは違うやり方で、アイデアを表現したり、

毎日のスケジュールを管理したりできるよう

になっています。Office for Mac は洗練され

たグラフィックスやテキスト効果を使用してプ

ロフェッショナルなデザインのドキュメントを作

成するためのツールが用意されています。ま

た、期待どおりの結果が得られるようにデー

タを管理したり、デザイン性の高い、統一され

たテーマやレイアウトのプレゼンテーションを

作成したりできます。Office for Mac は互換

性や機能性、使いやすさの向上を目指して、

新たに設計し直されました。 

2

Office for Mac は洗練されたグラフィックスや

テキスト効果を使用してプロフェッショナルな

デザインのドキュメントを作成するためのツー

ルが用意されています。期待どおりの結果が

得られるようにデータを管理したり、デザイン

性の高い、統一されたテーマやレイアウトの

プレゼンテーションを作成したりできます。 

一新され、より直感的になったインターフェイ

スにより、これまでとは違うやり方で、アイデ

アを表現したり、毎日のスケジュールを管理

したりできるようになっています。設計し直さ

(続く) 



 

 4 デザイン性 

互換性や機能性 号 | 日付 

3

れました。  

Office for Mac は互換性や機能性、使

いやすさの向上を目指して、新たに設計

し直されました。一新され、より直感的に

なったインターフェイスにより、これまで

とは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりで

きるようになっています。Office for Mac

は洗練されたグラフィックスやテキスト効

果を使用してプロフェッショナルなデザイ

ンのドキュメントを作成するためのツー

ルが用意されています。また、期待どお

りの結果が得られるようにデータを管理

したり、デザイン性の高い、統一された

テーマやレイアウトのプレゼンテーション

を作成したりできます。Office for Mac

は互換性や機能性、使いやすさの向上

を目指して、新たに設計し直されまし

た。これまでとは違うやり方で、アイデア

を表現したり、毎日のスケジュールを管

理したりできるようになっています。 

直感的になったインターフェイスにより、

これまでとは違うやり方で、アイデアを

表現したり、毎日のスケジュールを管理

したりできるようになっています。Office 

for Mac は洗練されたグラフィックスやテ

キスト効果を使用してプロフェッショナル

なデザインのドキュメントを作成するた

めのツールが用意されています。また、

期待どおりの結果が得られるようにデー

タを管理したり、デザイン性の高い、統

一されたテーマやレイアウトのプレゼン

テーションを作成したりできます。Office 

for Mac は互換性や機能性、使いやす

さの向上を目指して、新たに設計し直さ

4

れました。アイデアを表現したり、毎日

のスケジュールを管理したりできるよう

になっています。 

Office for Mac は洗練されたグラフィック

スやテキスト効果を使用してプロフェッシ

ョナルなデザインのドキュメントを作成す

るためのツールが用意されています。ま

た、期待どおりの結果が得られるように

データを管理したり、デザイン性の高

い、統一されたテーマやレイアウトのプ

レゼンテーションを作成したりできます。

Office for Mac は互換性や機能性、使

いやすさの向上を目指して、新たに設計

し直されました。一新され、より直感的に

なったインターフェイスにより、これまで

とは違うやり方で、アイデアを表現した

り、毎日のスケジュールを管理したりで

きるようになっています。 

一新され、より直感的になったインター

フェイスにより、これまでとは違うやり方

で、アイデアを表現したり、毎日のスケ

ジュールを管理したりできるようになって

います。Office for Mac は洗練されたグ

ラフィックスやテキスト効果を使用してプ

ロフェッショナルなデザインのドキュメン

トを作成するためのツールが用意されて

います。また、期待どおりの結果が得ら

れるようにデータを管理したり、デザイン

性の高い、統一されたテーマやレイアウ

トのプレゼンテーションを作成したりでき

ます。Office for Mac は互換性や機能

性、使いやすさの向上を目指して、新た

に設計し直されました。一新され、より直

感的になったインターフェイスにより、こ

れまでとは違うやり方で、アイデアを表

5

現したり、毎日のスケジュールを管理し

たりできるようになっています。 

使いやすさの向上を目指して、新たに設

計し直されました。一新され、より直感

的になったインターフェイスにより、これ

までとは違うやり方で、ア

イデアを表現したり、毎日

のスケジュールを管理し

たりできるようになってい

ます。Office for Mac は洗

練されたグラフィックスや

テキスト効果を使用して

プロフェッショ

ナルなデザインのドキュメントを作成す

るためのツールが用意されています。ま

た、期待どおりの結果が得られるように

データを管理したり、デザイン性の高

い、統一されたテーマやレイアウトのプ

レゼンテーションを作成したりできます。

Office for Mac は互換性や機能性、使

いやすさの向上を目指して、新たに設計

し直されました。ドキュメントを作成する

ためのツールが用意されています。 

これまでとは違うやり方で、アイデアを

表現したり、毎日のスケジュールを管理

したりできるようになっています。Office 

for Mac は洗練されたグラフィックスやテ

(続く) 

+ 
毎日のスケジュール

を管理 

デザイン性の高い、統一され

たテーマやレイアウトのプレゼ

ンテーションを作成したりでき

ます。Office for Mac は互換

性や機能性、使いやすさの向

上を目指して、新たに設計し

- テキスト効果 



 

 5 デザイン性 

互換性や機能性 号 | 日付 

6

キスト効果を使用してプロフェッショナルなデ

ザインのドキュメントを作成するためのツール

が用意されています。  

また、期待どおりの結果が得られるようにデ

ータを管理したり、デザイン性の高い、統一さ

れたテーマやレイアウトのプレゼンテーション

を作成したりできます。Office for Mac は互換

性や機能性、使いやすさの向上を目指して、

新たに設計し直されました。インターフェイス

により、毎日のスケジュールを管理したりでき

るようになっています。Office for Mac は洗練

されたグラフィックスやテキスト効果を使用し

てプロフェッショナルなデザインのドキュメント

を作成するためのツールが用意されていま

す。作成したりできます。 

新たに設計し直されました。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやす

さの向上を目指して、新たに設計し直されま

した。一新され、より直感的になったインター

フェイスにより、これまでとは違うやり方で、ア

イデアを表現したり、毎日のスケジュールを

管理したりできるようになっています。Office 

for Mac は洗練されたグラフィックスやテキス

ト効果を使用してプロフェッショナルなデザイ

ンのドキュメントを作成するためのツールが

用意されています。また、期待どおりの結果

が得られるようにデータを管理したり、デザイ

ン性の高い、統一されたテーマやレイアウト

のプレゼンテーションを作成したりできます。  

プレゼンテーションを作成したりできます。 

Office for Mac は互換性や機能性、使いやす

7

さの向上を目指して、新たに設計し直されま

した。一新され、より直感的になったインター

フェイスにより、これまでとは違うやり方で、ア

イデアを表現したり、毎日のスケジュールを

管理したりできるようになっています。Office 

for Mac は洗練されたグラフィックスやテキス

ト効果を使用してプロフェッショナルなデザイ

ンのドキュメントを作成するためのツールが

用意されています。デザイン性の高い、統一

されたテーマやレイアウトのプレゼンテーショ

ンを作成したりできます。 

互換性や機能性、使いやすさの向上を目指

して、新たに設計し直されました。一新され、

より直感的になったインターフェイスにより、

これまでとは違うやり方で、アイデアを表現し

たり、毎日のスケジュールを管理したりできる

ようになっています。プロフェッショナルなデ

ザインのドキュメントを作成するためのツール

が用意されています。 

アイデアを表現したり、毎日のスケジュール

を管理したりできるようになっています。

Office for Mac は洗練されたグラフィックスや

テキスト効果を使用してプロフェッショナルな

デザインのドキュメントを作成するためのツー

ルが用意されています。また、期待どおりの

結果が得られるようにデータを管理したり、デ

ザイン性の高い、統一されたテーマやレイア

ウトのプレゼンテーションを作成したりできま

す。 

期待どおり

の結果 



 

 

  

互換性や機能性 

 

号 | 日付 

毎日のスケジュールを管理したりできるよう

になっています。  

作成するためのツールが用意されています。また、期待どおり

の結果が得られるようにデータを管理したり、デザイン性の高

い、統一されたテーマやレイアウトのプレゼンテーションを作成

したりできます。 

新たに設計し直されました。一新され、より直感的になったイン

ターフェイスにより、これまでとは違うやり方で、アイデアを表現

したり、毎日のスケジュールを管理したりできるようになってい

ます。Office for Mac は洗練されたグラフィックスやテキスト効

果を使用してプロフェッショナルなデザインのドキュメントを作成

するためのツールが用意されています。 

グラフィックスやテキスト効果 
[郵便番号] 

[都道府県] [市区町村] [番地] 

[受取人] 

住所 1 

住所 2 

住所 3 

住所 4 

+ 

デザイン性の高い、統一

されたテーマやレイアウ

トのプレゼンテーションを

作成したりできます。 


