
 

 

この広報紙は赤い羽根共同募金を活用して作成しています 

☆鵜川原小学校からもち米寄贈 

☆老人福祉センターご利用案内 

☆認知症サポーター 

ファミリー・サポート・センター会員交流会 フラワーアレンジメントにチャレンジ  

ファミリー・サポート・センターとは、子育てを応援して欲しい人と応援できる人が会員となり、子育て

を助け合うシステムです。３月８日、会員 90 名が参加して交流会を開催しました。生け花ボランティアグ

ループグルッポ・フィオーレの協力のもと、親子でフラワーアレンジメントを楽しみました。 

  

 

 

加藤絵梨さん（青葉台） 
地区の子育てサロンに参加しています。子どもを連れながらでも、皆

で協力して運営し、参加しているママと楽しく情報交換などしています。  

子育てはパパの協力もあってこそ！だと思うので、ぜひパパも気軽に

参加してほしいです♪ 



 

 

 

 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に気になる点がある方は、主治医や  

地域包括支援センターへご相談ください。 

TEL391-2220 

何かを探し回っている姿を見たら？ 

「どうしたの？」と言って、 

一緒に探してあげる。 

 

認知症の人を抱える家族の気持

ちが少しでも楽になればと奇数月

に集いを開催しています。 
 

●と き：5 月１３日（火）13：30～15：00 

●ところ：保健福祉センターけやき 

●対 象：認知症の方を介護されている方 

または介護されていた方 



 

 



 

 

第303号

日 曜日 時間 活動内容 活動場所 日 曜日 時間 活動内容 活動場所

けやき友の会　活動日 けやき 15 火 9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

いろえんぴつ　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

9：30～ つくしの会　活動日 現地 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 9：45～ どんぐり　活動日 現地

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 19 土 10：00～ ボランティア連協　総会 けやき

10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

6 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

8 火 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 24 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：30～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ 千寿会　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

13：30～ 響きの会　自主勉強会 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 現地

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 9：00～ オルゴール　定例会 けやき

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

8：30～ たんぽぽの会　活動日 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所
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●この紙面にはボランティアセンター登録グループのうち希望される
団体の活動予定を掲載しています。

●この紙面に記載の内容は、変更する事がありますので、各自で事
前にお確かめください。

菰野町ボランティアセンターURL    
http://komonovc.sakura.ne.jp/index.htm

ボランティア活動カレンダーURL   
http://komonovc.sakura.ne.jp/yotei/index.htm



 

 

 

 

    

 

※日程は変更される場合があります。また、持ち物 

についても防災無線でお確かめください。 

※子育てサロンのお問い合わせは社会福祉協議会へ 

 （TEL３９４－１２９４） 

 

育児がますます楽しくなるように子育て中の 

お父さんお母さんの仲間作りを応援します! 

編集・発行 社会福祉法人菰野町社会福祉協議会  

                  TEL394-1294  FAX394-3422 

            〒510-1253 三重県三重郡菰野町潤田 1281 

                                菰野町保健福祉センターけやき内  

 E メールアドレス komono-f@m2.cty-net.ne.jp  

 ホームページ 

 

（コミュニティーセンター [略]コミセン） 

 

社会福祉協議会は、皆様からの 

「温かい善意のご寄付」を地域での

助け合い活動・ボランティア活動・

子育て支援事業などの活動資金とし

て 

有効に活用させて頂いております。  

このたび、下記の皆様よりご寄付をいただき、

心よりお礼申し上げます。 

ご寄付についてのお尋ねは社会福祉協議会  

TEL３９４－１２９４までご連絡ください。  

2 月 10 日 一号舘菰野店様 店内の募金箱より   

6,404 円 

2 月 19 日 匿名                300,000 円 

3 月     3 日 匿名               15,000 円 

           匿名                 6,345 円 

3 月  6 日 あじさいの会様       21,000 円 

          故伊藤忠志様(潤田）    500,000 円 

3 月  7 日 故北岡芳枝様(宿野)       100,000 円 

     12 日 四高菰野会様              10,000 円 

小宮敦子さん（柳林） 
 

菰野町に移り住んで３年半、昨年待望の息子に

も恵まれました。５歳の娘は心待ちにした弟をよ

く可愛がり世話をして、親を助けてくれます。お

姉さんになろうとある日、休日でも普段と同様に

起き、静かに一人で着替え、洗濯しておいた物を

洗濯機から取り出し干していて、私たちをびっく

りさせました。 

一方では、「私も抱っこして」と言ったり、「お

母さんをやめて、これからはママって呼んでも良

い？」と言ったりして甘えることもあります。友

達との生活や弟の誕生から、お姉さんになろうと

頑張っている様子に成長を感じたり、まだまだ甘

える姿を見せたりしている娘を見ながら微笑ま

しく思うと同時に、親も頑張らなければと感じる

この頃です。 

今、私たちは、元気に楽しく明るく幼稚園に通

っている生活の中で、先生方・ママ友達や地域の

方、そして娘の遊び友達など皆さんに支えてもら

って、子育てをしている状況です。 

まだ、不安や心配もありますが、自分を信じ子

どもを信じて、「子どもと一緒に育つ親」であり

たいと思います。今後も皆さんのお力添えを頂き

ながら、親子で一歩一歩成長していきたいです。 

394-1294 にお電話を。 

9:30～11:30

菰野コミセン

10:00～11:30

鵜川原コミセン

10:00～12:00

竹永学童ｸﾗﾌﾞ

4/9(水)、16(水)　　 竹永コミセン

10:00～11:30

朝上コミセン

10:00～11:30

農環センター

千　種

（あい・アイ）

4/10(木)、23(水）

4/3(木)、17(木)

4/2(水)、16(水)

4/4(金)、16(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

竹　永

（ふわふわ）

朝　上

（きら☆きら）

4/25(金)　　

菰野ライオンズクラブ結成

50 周年記念事業の一環として

テントを寄贈頂きました。 

寄贈頂きました自操式介助用

車椅子は、老人福祉事業にて活

用させて頂きます。 

H26.3.1現在

町総人口 41,420 人 ( ↓ )

世帯数 15,392 世帯 ( ↓ )

65歳以上人口 9,843 人 ( ↑ )

高齢化率 23.8 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 6,077 人 ( ↓ )

年少人口率 14.7 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 606 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,951 人 ( ↓ )

H26.2.1現在

介護保険要介護認定者数 1,385 人 ( ↓ )

（ ）内矢印は、先月比

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp

