
 

 

 

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 

☆わかば作業所ふれあいの集い ☆菰野町社会福祉大会 

☆精神障害者ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ・ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ研修受講生募集！ 

☆心身障がい者福祉会会員募集！

 

 

 

 

 

福田久実子さん（千草） 
ファミリーサポートのサポート会員として活動しています。我が家の子

ども達も、お預かりするお子さんと一緒に楽しく過ごしています。 サポー
トすると言っても、お子さんやお母さん方との触れ合いで、私も子どもも
成長させて頂いている感じです。菰野町は子育て支援制度がとても充実し
ているので、たくさんの人に利用して頂きたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

   

 

  

  

 

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 

失敗を咎
とが

めつい怒ってしまい、本人が気持

ちを抑えられず怒り出したら 

  次回からは静かに「どうしたの？」と聞いてみる。 

 ※失敗を咎
とが

めるとネガティブな思いを深めてしまいま

す。こうしてみたら？と簡単な工夫があったら勧め

てみましょう。 

●と き：９月 9 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307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 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

いろえんぴつ　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 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 18 月 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 19 火 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

3 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

4 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：30～ どんぐり　活動日 けやき

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

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

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

9：30～ あゆみの会　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～ どんぐり　定例会 けやき 23 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 24 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

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

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 28 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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～ おもちゃ箱　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

12 火 9：30～ あさがお　活動日 けやき 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 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 31 日 9：00～ オルゴール　定例会 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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ 千寿会　活動日 けやき

27 水

29 金

30 土

14 木

15 金

20 水

21 木

22 金

9 土

11 月

13 水

6 水

7 木

8 金

随時

1 金

2 土

5 火

●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。  

H26.7.1現在

町総人口 41,410 人 ( ↑ )

世帯数 15,464 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 9,917 人 ( ↑ )

高齢化率 23.9 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 6,055 人 ( ↓ )

年少人口率 14.6 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 623 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,945 人 ( ↑ )

H26.6.1現在

介護保険要介護認定者数 1,406 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

山口恵美さん（潤田） 

待望の息子が産まれてきてくれて１年半。初め

は泣く事が精一杯の赤ちゃんだったのが、今では

ペンギンみたいにペタペタ歩きまくり、小柄なの

に丼ぶり飯をペロリと平らげてしまう“子ども”

に成長してくれました。 

とても優しく、ゆるキャラの様な息子なのです

が、少々慎重過ぎるところがあり、親としては「男

は強く、たくましくなって欲しい」と思ってしま

う事が多々あります。そこで、武者修行ではない

のですが、彼にはできるだけ色々な経験をして、

沢山の人と触れ合ってほしいと思い、どんどん外

へ連れ出すようになりました。 

先日、田植えをさせてもらえる機会があり「こ

れは良い経験になる」と思い、私はやる気満々で

息子を田んぼに入れました。ところが、息子は想

像以上の大泣きで、足を取られ直立不動。全く楽

しんでくれませんでした。その時は「経験させた

い、楽しませたい」と彼の為と思っていた行為が、

ただの押し付けになっていた事に、後になって気

付きました。 

息子を外へ連れ出すという事は、私自身、色々

な勉強になったり、刺激を受けたりする機会が沢

山あるので、これからも彼と一緒にぼちぼち成長

していきたいと思います。 

それから、「十人十色」という言葉があります

が、息子は息子の素敵な色を持っていると思うの

で、なるべく彼を尊重して、その色がくすまない

ように、旦那さんと楽しみながらサポートできた

ら“最幸”と思います！！ 

 

 

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

竹永コミセン

10:00～11:30

朝上コミセン

10:00～11:30

農環センター

竹　永

（ふわふわ）

千　種

（あい・アイ）

8/14(木)、27(水)

8/7(木)、21(木)

8/6(水)、20(水)

8/1(金)、20(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

8/7(木)、20(水)、22(金)


