
 

 

  

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 

  

 

「けやきフェスタ 2014」～福祉と健康のフェスティバル～ 

 

 
☆菰野町ファミリー・サポート・センター 

☆フリースペース「こもフレンズ」 ☆車椅子の貸出   

別府貴子さん（鈴鹿台） 
平成１５年に川村喜佐先生と出会い、「民話語り」を始めました。そして

「民話語り真菰の会」として菰野町ボランティア連絡協議会に加入し、学童
保育やデイサービス、いきいきサロンなどで語らせて頂いています。 

民話を通して色々な方々との出会いは大切な財産です。ご要望があれば
いつでもどこへでも参ります。これからも心を込めて菰野の民話や全国の
民話を語り続けていきたいと思っています。 

毎年恒例となっている「けやきフェスタ」ですが、今年 2014 年で、30 回目の開催となりました。 

今年度のテーマは『人にやさしいふくしのまち』。菰野町内の福祉・健康に関わる関係諸団体、ボランテ

ィアと共に、菰野町民の方々をはじめ全ての皆さんとつながる「ふれあいの場」となりました。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

   

 

      

 

 

 

 

●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 

大切な内容を伝えなかったので 

つい責めてしまった 

    怒らずに「これからはメモをしておいてね！」

と伝える 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=13n8fes0p/EXP=1418015265;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjVHNTRHdDU05lcVhsOWpvUlZpVDZILUxWS0o3RnAwdS1BWExPclhCTEExSXRhZVhzc2d6MnUyMWcEcAM1NVM2NVlhRjVMeWFJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDOQRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**https:/www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/chikicommunity/chonaikai/chonaikai.images/521449aa003.jpg
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『けやきフェスタ２０１４』 終了いたしました！ 

 

11 月 16 日（日）、ボランティアグループのビッグイベントでもある「けやきフェスタ 2014」が皆さま

のご支援・ご協力のおかげで、盛大に開催することができました。菰野町内の各ボランティア団体によるブ

ース出展やボランティア体験、募金活動などの企画にたくさんのボランティアの皆さまにご参加いただきま

した。ご協力いただきました皆さま、本当にありがとうございました。 

災害ボランティアコーディネーター養成講座を下記の日程で開催します。 
大震災などの災害が起きた場合、社会福祉協議会で設置された災害ボランティアセンターで、被災地

支援に来たボランティアの受け入れ・救援活動をコーディネートするのが災害ボランティアコーディネ
ーターの役割です。その基礎を学ぶ講座となります。 

資格は不要ですが、地域住民によるコーディネートが期待されており、日頃から地域の災害ボランテ
ィアネットワーク等への参加、自らの地域が被災地となった場合に活動する意思が必要となります。 

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

6 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 翻訳① けやき 20 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 模擬① けやき
9 金 13：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 1 けやき 22 木 13：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 3 けやき
13 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 翻訳② けやき 27 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 模擬② けやき
16 金 9：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 2 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　　1月

 

菰野高校吹奏楽部 

菰野幼稚園・菰野東保育園 

要約筆記体験 オルゴール 

パネルシアター 

 

光る泥団子作り おもちゃ診療所 

おもちゃリユース 

プロジェクト 

エンディングでは花の種

の入ったバルーンを空へ

飛ばしました！ 

受講料  無料 
受講対象 高校生以上の菰野町民の方 
定 員  20 名 
締 切  1 月 7 日（水） 

 1月9日（金） 講義　「災害時のボランティア活動と災害ボラン けやき1階
13:30～16:30 　　　　　ティアセンター」 集団検診室
1月16日（金） 講義　「菰野町社協　災害ボランティアセンター けやき1階
9:30～11:30 　　　　　マニュアルとボランティア保険」 集団検診室

講義・演習
　　　　「災害ボランティアセンターの運営①
　　　　　こんなときどうする？ボランティア
　　　　　センター」
講義・演習
　　　　「災害ボランティアセンターの運営②
　　　　　こんなときどうする？ボランティア
　　　　　センター」
まとめ・交流会 けやき1階
　　　　「自分たちができるこを話し合おう！」 ボランティア

ルーム

2月19日（木）
13:30～16:30

1月22日（木）
13:30～16:30

けやき1階
集団検診室

2月12日（木）
13:30～16:30

けやき1階
集団検診室
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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 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

いろえんぴつ　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

5 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ あゆみの会　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 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ つくしの会　活動日 現地 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 9：30～ 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～ つくしの会　活動日 現地

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

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

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～ どんぐり　定例会 けやき 22 木 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 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ 千寿会　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～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 24 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

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

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～ 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 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 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

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 29 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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 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 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

8：50～ 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

9：00～ けやき友の会　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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

14：00～ 響きの会　定例会 けやき

随時

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

16 金

19 月

20 火

21 水

23 金

26 月

25 日

28 水

31 土

30 金

●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。  

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

1/14(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）

1/8(木)、28(水)

1/15(木)、22(木)

1/7(水)、21(水)

1/21(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）

1/23(金)　　

三好理恵さん（下村） 

私は、ワンパク真っ盛り、４歳と２歳の二人息

子の母親です。 

長男は昨年の４月幼稚園に入園し、身の回りの

色んな事が一人でできるようになってきました。

お話好きの長男は幼稚園から帰ってくると園であ

った事を楽しそうに話してくれます。最近では家

のお手伝いも進んでやってくれ、ますます頼もし

くなってきました。 

次男はお兄ちゃんに負けないくらいご飯をいっ

ぱい食べ、グングン大きくなっています。只今イ

ヤイヤ期真最中！なんでも自分でやりたがり大変

な時もありますが、お兄ちゃんの言うことはよく

聞き、いつも兄弟二人で仲良く遊んでいます。 

少し前までは子育てに追われ、自分の時間が全

く無く大変な毎日でしたが、息子達が成長し、今

は気持ちに余裕が出来てきました。 

長男が生まれてから、事あるごとに写真を撮っ

てきました。その数 3000 枚以上。今まではアル

バムに入れるだけで見る時間がなかったのです

が、最近ゆっくり見ることができました。息子達

が生まれた日、ハイハイをした日、初めて歩いた

日、公園で遊んでいるところ、三輪車や自転車を

頑張ってこいでいる姿、兄弟仲良く動物に餌をあ

げている写真。写真を見ていると、何もできなか

った赤ちゃんの頃が少し前のように鮮明に思いだ

され、そして今の成長にただただ嬉しくなります。 

息子達が半年後、１年後、どの位成長し、何がで

きるようになっているのだろうか？考えるだけで

ワクワクします。何歳まで息子達は喜んで写真を

撮らせてくれるのだろうか…とちょっとドキドキ

しつつ、大きくなった時、幼かった頃の話をしな

がら一緒に写真を見られたらいいなぁ。これから

も写真をいっぱい撮って息子達の成長を噛み締め

ていきたいです。 

 

 

H26.12.1現在

町総人口 41,449 人 ( ↑ )

世帯数 15,598 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,015 人 ( ↑ )

高齢化率 24.2 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,990 人 ( ↑ )

年少人口率 14.5 ％ ( ↑ )

一人暮らし高齢者数 617 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,936 人 ( ↓ )

H26.11.1現在

介護保険要介護認定者数 1,443 人 ( ↓ )

（ ）内矢印は、先月比

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

