
 

 

 

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 

☆初めての水中歩行教室   ☆ベビーマッサージ 

☆音訳ボランティア養成講座 ☆認知症サポーター養成講座 

 

 

 

佐藤康子さん（永井） 
独居老人さん向けの「ふれあい弁当ボランティア」に発足以来参加させ

て頂き 17 年になります。私たちが作ったお弁当を配達に行く日は待って
いてくださって、世間の動きなどをお話して下さいます。これが「ふれあ
い」なのだと思います。ご高齢の方のお話を聞かせて頂くと、私たちも参
考になることが多いです。 

「高校生ボランティアスクール」 ～保育園児と遊ぼう！～ 

ボランティアの基礎を学び、福祉体験や園児との交流を通して、思いやりの心と福祉の芽を育てる「高校

生ボランティアスクール」。“体験で得たことを将来に生かしたい”と参加した高校生から感想を頂きました。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 



 

 

  

   

 

  

  

  

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 

●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 
    

・認知症に対する理解を深めましょう 

  ・認知症は誰にでも起こる病気です 

  ・単なる物忘れと認知症は違います 

 



 

 

  

日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所 日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所

9：30～ ガイドヘルパー研修 1 けやき 12 金 10：00～ 介護職員初任者研修 4 けやき
19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 14 けやき 14 日 9：00～ 精神障がい者ホームヘルパー研修 けやき

3 水 9：00～ ガイドヘルパー研修 2 けやき 16 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 16 けやき
5 金 9：00～ 介護職員初任者研修 2 けやき 17 水 9：00～ 介護職員初任者研修 5 けやき
6 土 9：00～ ガイドヘルパー研修 3 けやき 24 水 9：00～ 介護職員初任者研修 6 けやき
7 日 9：00～ ガイドヘルパー研修 4 けやき 26 金 9：00～ 介護職員初任者研修 7 けやき
9 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 15 けやき 29 月 9：00～ 介護職員初任者研修 8 けやき
10 水 9：00～ 介護職員初任者研修 3 けやき 30 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 17 けやき

社　協　が　開　催　す　る　講　座　や　ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　ス　ク　ー　ル　の　ご　案　内　　9月

2 火

 



 

 

  

第308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 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

いろえんぴつ　活動日 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

8：30～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

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

9：30～ つくしの会　活動日 現地 9：30～ 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 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 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　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

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 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　定例会 けやき

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 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 22 月 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 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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

9：00～ たんぽぽの会　活動日 現地 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

9：30～ あさがお　活動日 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

9：30～ あゆみの会　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

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：30～ あさがお　活動日 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 9：00～ ｢旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 10：00～ すたんぷ　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

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 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 9：00～ オルゴール　定例会 けやき

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 29 月 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

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき

15 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

26 金

27 土

28 日

19 金

24 水

25 木

16 火

17 水

18 木

11 木

12 金

13 土

8 月

9 火

10 水

4 木

5 金

7 日

随時

1 月

2 火

3 水

●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。  

日下部多恵さん（菰野） 

我が家には、2 人の娘（3 歳、1 歳）がいま

す。2 年前に夫の実家がある菰野町に越してき

ました。この地で迎えた次女の出産は、心に残

るものとなりました。 

妊娠後期に入り緊急入院に。そのまま出産ま

で、絶対安静のため病院から出られなくなって

しまいました。何より、それまで 1 日も離れた

ことがなかった長女のことが、心配で心配でた

まりませんでした。でも、長女はお見舞いに来

ても涙を見せず、帰りには笑顔でバイバイして

くれるのです。けなげな姿を見て、何もしてや

れない自分が情けなく、こちらが泣けそうでし

た。そんな時、長女のことを一手に引き受けて

くれていたお義母さんから、「長女のことは大丈

夫よ、でもお腹の赤ちゃんは、あなたしか守っ

てあげることができないんだから、頑張って。」

と言ってもらい、ハッとしました。母親って偉

大だな、自分も強いお母さんになって、元気な

赤ちゃんを産もう！と覚悟しました。 

そして 2 ヶ月の入院生活を経て、家族の支え

もあり、無事に次女を出産することができまし

た。妹を見に来たお姉ちゃん、とても嬉しそう

でした。ミルクを勢いよく妹の口につっこみ、

満足そう。しかし、帰るときになって私の手を

強く引き「おかあさんいっしょにかえろう、お

かあさ～ん。」と初めて大泣きしたのです。そ

の、大粒の涙を見て、今までずっと我慢してく

れていたんだと、胸がいっぱいになりました。 

あれから 1 年、かわいい赤ちゃんだった次女

は、小さな怪獣と化し、今ではお姉ちゃんをい

じめて喜んでいます。いつか「あなたに会うた

めに、お姉ちゃんは頑張ったんだよ。」と教えて

あげたいです。そして、いつまでも笑顔の絶え

ない姉妹でいてほしいです。 

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

竹永学童ｸﾗﾌﾞ

9/10(水)、17(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）

9/11(木)、24(水）

9/4(木)、18(木)

9/3(水)、17(水)

9/5(金)、17(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）

9/4(木)、26(金)　　

H26.8.1現在

町総人口 41,364 人 ( ↑ )

世帯数 15,465 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 9,926 人 ( ↑ )

高齢化率 24.0 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 6,042 人 ( ↓ )

年少人口率 14.6 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 617 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,945 人 ( → )

H26.7.1現在

介護保険要介護認定者数 1,418 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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

