
 

 

  

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 

  

 

永井「美味旬菜 饗庭」～障がい者施設わかば作業所と関係者 39 名をご招待～ 

 

 
☆緑綬褒章「つくしの会」 ☆高齢者 SOS ネットワーク事業 

☆けやきカラオケ発表会   

小垣内澄子さん（宿野） 
３０代の頃、朗読ボランティアを経験し、その後、家族の看病と介護が苦

しいときに社協の存在を知りました。職員の皆さんの温かい対応を受け、少
しでも御恩返し出来ればと、子育てサポートや絵本の読み聞かせに挑戦を
しました。未来の宝である子どもたちとのふれあいはかけがえのない喜び
です。そして母子寡婦福祉会の役員として思いやりの輪が広がるように、先
輩のみなさんと楽しく活動を続けていければ幸いです。 

中華料理の饗庭様が今年もわかば作業所の利用者の皆さんを昼食にご招待してくださいました。今回

で 18 回目(18 年目)のご招待となり、開店当初から毎年続けてご招待してくださっています。松永オ

ーナーから「作業所のみなさんが一生懸命作業をして頑張っているので、少し早目のクリスマスプレゼ

ントです」と１１種類ものお料理を振舞っていただきました。 



 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

小さいお子さんも参加できる音楽会をと、毎

年恒例になった音楽会。たくさんの親子連れが

音楽に親しみました。 
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●と き：１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 

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 

自分が時間をかけて作った食事を、 

「誰が作ったの？」と言ってきたら 

   「おいしそうね」と、本人が思い出すような言葉が

けを続ける。 
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10 月 18 日（土）、イオンタウン菰野ザ・ビッグ菰野店前にて街頭募金活

動を行いました。菰野町ボランティア連絡協議会に加盟する各団体から募金

活動ボランティアとして数名ずつ参加し、総数 40 名で実施しました。 

皆さんからお寄せいただいた浄財は 75,785 円となりました。集まった募

金は、県内のボランティア活動を支援する三重ボランティア基金へと寄付さ

せていただきます。 

ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました！ 

壊れたおもちゃを直すボランティア活動をしているお
もちゃ診療所が「おもちゃリユースプロジェクト」を行
ないました。 

10 月 27 日・28 日に、第一弾として子育て支援団体
への無償配布を行ない、その様子は各報道機関にも掲載
されました。 

そして、11 月 16 日の「けやきフェスタ 2014」でも
一般の方々を対象に廉価でチャリティー販売を行い、そ
こでの収益は菰野町ボランティア連絡協議会へと寄付さ
れます。回収やチャリティーにご協力いただきました皆
様、ご協力ありがとうございました。（おもちゃの回収
は終了しています） 

 

今年度、「ボランティア 

グループ活動紹介パンフレット 2014 年

度版」の刷新を予定しています。 

菰野町ボランティアセンターに登録され

ている各ボランティア団体宛てにご案内を

お送りいたしました。 

ご送付しました所定用紙を作成の上、菰

野町ボランティアセンターまでご提出いた

だきますようよろしくお願いいたします。 

 

※締切 12 月 26 日（金）まで  

 

 

☆原稿作成に関してご不明な点等 

ございましたら、菰野町ボランテ 

ィアセンターまでお気軽にお問い 

合わせください。 

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

13：30～ 住民参加型在宅福祉サービス養成研修 3 けやき 9 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 講義 けやき
19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 26 けやき 10 水 13：30～ 住民参加型在宅福祉サービス養成研修 4 けやき

3 水 10：00～ 子育てキーパーソン養成講座 3 けやき 12 金 9：00～ 介護職員初任者研修 23 けやき
9：00～ 介護職員初任者研修 22 けやき 16 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 講義 けやき

13：30～ 音訳ボランティア養成講座 5 けやき 17 水 13：30～ 住民参加型在宅福祉サービス養成研修 5 けやき
8 月 10：00～ 子育てキーパーソン養成講座 4 けやき 19 金 9：00～ 介護職員初任者研修 24

社　協　が　開　催　す　る　講　座　や　ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　ス　ク　ー　ル　の　ご　案　内　　12月

5 金

2 火



 

 

  第311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 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

いろえんぴつ　活動日 けやき 10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき

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

9：30～ つくしの会　活動日 現地 9：00～ ｢旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 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

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 16 火 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

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

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 10：00～ ともしびの会　活動日 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～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 18 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

13：30～ 響きの会　活動日 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～ オルゴール　定例会 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

8：30～ たんぽぽの会　活動日 やすらぎ荘 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

11：00～ 響きの会　特別例会 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

9：30～ あさがお　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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 22 月 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 23 火 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

9：30～ あさがお　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

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～ 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 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 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 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 28 日 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

随時

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

7 日

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

15 月

17 水

25 木

26 金

19 金

20 土

24 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。  

大倉美奈さん（菰野） 

我が家には活発で好奇心旺盛な長男（2 歳）と、

笑顔のかわいい次男（7 カ月）がいます。私は子

育て３年目子どもの成長を間近で感じて毎日驚

きや喜びでいっぱい！…ですが「子どもってぜ

ーんぜん思い通りにならない」というのが正直

なところです。夜中に寝ない、野菜を食べない、

お片付けしない…。思い描いていた優雅な子育

てライフはどこへやら。特に現在イヤイヤ期の

長男は、自分の意思を通そうと全力でぶつかっ

てきます。彼を追いかけ・なだめ・周囲に謝り…

これが親の役目と自分に言い聞かせながらも、

子育てに疲れ果て悩んでいました。 

そんな時に支えてくれたのは家族や友人だけ

でなく、菰野町の「子育ての大先輩たち」でした。

けやきなどで大泣きし寝ころび駄々をこねる息

子と途方に暮れる私に「お母さん頑張ってるね

ぇ！」「ぼく、どうした？」と親切に声をかけて

くれて、私は温かい言葉に何度も勇気づけられ

ました。その中で、ある方が「私は子育て終えた

けど、あなたくらいの頃が一番充実して幸せだ

った。大変だと思うけど頑張って！」と話してく

ださいました。それまで私はその日をやり過ご

すことで精一杯でしたが、子どもとこうして過

ごせるのも長い人生の中ではあっという間のこ

となのかもと、気づくことができました。 

これから先もきっと私の「思い通り」とはいき

ませんが、のびのび育っていく息子たちと一緒

に笑って泣いて「あの頃大変だったけど、とって

も幸せだったなぁ」と、思い出せるよう、一日一

日大切に過ごしていきたいです。 

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

★12/10(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

★はクリスマス会

千　種

（あい・アイ）

12/11(木)、★16(火）

12/4(木)、★18(木)

12/3(水)、★17(水)

12/5(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）

12/4(木)　　

自治労三重県本部

町村協議会様から、第

１９回チャリティス

ポーツ大会の収益金

をご寄付いただきま

した。  

H26.11.1現在

町総人口 41,420 人 ( ↑ )

世帯数 15,575 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,005 人 ( ↑ )

高齢化率 24.2 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,980 人 ( ↓ )

年少人口率 14.4 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 618 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,947 人 ( ↓ )

H26.10.1現在

介護保険要介護認定者数 1,444 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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

