
 

 

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 

☆平成 26 年度菰野町社会福祉協議会一般会計予算 

☆産後のリフレッシュ体操とベビーマッサージ 

☆音訳ボランティア養成講座 ～文字を音声に訳すボランティア～

 

小・中学生春休み福祉体験教室 思いやりのある福祉の心を育てる  

春休みの 2 日間、小中学生を対象とした福祉体験教室を開催しました。車椅子を利用する人の気持ちにな

って考える介助の方法や、要約筆記などをボランティアの指導で学びました。参加した小中学生から「いろ

いろなことを知った。お年寄りや障がい者の気持ちがよくわかった。友達もできてよかった。」などの感想

を聞くことができました。 

  

 

 

坂口和子さん（谷） 

要約筆記ってご存知ですか？耳慣れない言葉ですが、難聴者や中

途失聴覚者の方に色々な情報を文字にして提供しています。聞こえ

が悪くなった方、是非要約筆記グループ「かっこう」をご利用下さ

い。優しいお姉さん、いやおばさんかな・・・がお待ちしています。 

 



 

 

 

 

ボラントピア事業      6,644 千円 

 ふれあいのまちづくり事業  7,412 千円 

 歳末助け合い事業       100 千円 

 福祉資金貸付事業      1,400 千円 

 ファミリー・サポート事業  3,215 千円 

 老人憩いの家運営事業    4,202 千円 

 受託ヘルパー事業      14,049 千円 

 老人福祉センター事業      12,912 千円 

 介護予防事業                2,516 千円 

 通訳者養成事業              1,811 千円 

 社会福祉大会事業            1,158 千円 

 配食サービス事業            17,072 千円 

 精神障がい者デイケア事業  2,193 千円 

 サテライトデイサービス事業 2,428 千円 

 子育て支援事業       2,698 千円 

 権利擁護事業        6,528 千円 

 

貸付事業収入           50 千円 

 利用料収入             11,298 千円 

 雑収入         250 千円 

  利息配当金収入     280 千円 

  事業収入               310 千円 

 前年度繰越金収入    3,715 千円 

 福祉基金取崩収入    1,970 千円 

 会計単位間繰入金収入 9,325 千円 



 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

間違いや失敗を指摘すると、つじつまの合わな

い言い訳をする場合 

  途中でさえぎらず、まず耳を傾ける。反論をす

る場合も、優しくやんわり話しかける。 

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304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 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

いろえんぴつ　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 19：30～ オルゴール　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 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 17 土 13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　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

4 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

5 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ つくしの会　活動日 現地

6 火 9：30～ つくしの会　活動日 現地 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 22 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：30～ 千寿会　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 現地

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 24 土 10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

13：30～ 響きの会　自主勉強会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：00～ 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 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 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 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

9：30～ あさがお　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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 29 木 9：30～ あゆみの会　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 9：30～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

8：30～ どんぐり　活動日 現地

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

随時

1

2 金

3 土

月

13 火

7 水

8 木

9 金

16 金

19 月

20 火

金

25 日

14 水

15 木

10 土

12

26 月

28 水

木

30 金

21 水

23

●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） 

 

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。  

清水さん（杉谷） 
 

現在２歳の男の子のイヤイヤ期真っ只中の我

が家には、毎日「いやー！」が響いています。い

たずらをして叱ると「いやー！」、着替えさせよ

うとすると「いやー！」、ごはんを食べさせよう

とすると「いやー！」などなど。絶対「いやー！」

と言わないのは食いしん坊なので、おやつを食べ

ようと提案したときのみ、かわいく「うん！」と

いう徹底ぶり。 

あまりにいやいや言うし、それで無理やりやろ

うものならひっくり返って怒るので、時間と内容

が許すときは思わず「いやならやめときなー」と

しばらくそっとしておくようになりました。 

そして、そのあとの行動を眺めていると、私が

パパッと終わらせようとしていたことを自分で

できるように根気よく練習している事に気付き

ました。上の子の幼稚園の送迎などに気を取られ

てじっくり向き合ってあげられなかったけど、ち

ゃんと自分でできるようになりたいと思って頑

張っていたんだなぁと思い、少し申し訳ない気持

ちになりました。 

今、ご飯を食べさせようとして「いやー！」と

言っていた彼は、周りを汚しながらも全部自分で

食べられるようになり、着替えさせようとして怒

っていた彼は、靴下とズボンがはけるようになり

ました。 

そして、とてもいい笑顔でできた後に決めポー

ズをとっています。気まぐれで困ってしまう「い

やー！」もたくさんありますが、次はどんな「い

やー！」で自立宣言をしてくれるのかと考えると

少し「いやー！」も待ち遠しくも思えてきたりす

るのでした。 

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

5/14(水)、21(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）

5/8(木)、28(水）

5/1(木)、15(木)

5/7(水)、21(水)

5/2(金)、21(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）

5/1(木)、23(金)　　

H26.4.1現在

町総人口 41,329 人 ( ↓ )

世帯数 15,387 世帯 ( ↓ )

65歳以上人口 9,849 人 ( ↑ )

高齢化率 23.8 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 6,070 人 ( ↓ )

年少人口率 14.7 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 610 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,936 人 ( ↓ )

H26.3.1現在

介護保険要介護認定者数 1,388 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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。 

3 月 17 日 ユニー㈱〝小さな愛で大きな愛の輪 

           運動〟ピアゴ菰野店様    68,318 円 

3 月 20 日 匿名                            90,000 円 

3 月 24 日 匿名                  10,000 円 

3 月 28 日 菰野第一区（西菰野）共栄婦人会様 

                 100,000 円 

4 月 ８日  匿名           50,000 円 

４月 １日  匿名                8,085 円 

☆平成２５年度に皆様からご寄付頂いた総額は、 

5,400,394 円となりました。地域福祉のために大

切に活用させて頂きます。 

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

