
 

 

  

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 

  

 

「年末にお餅をお届け」～菰野町民生委員児童委員協議会～ 

 

 
☆親子で楽しむ「人形劇」 ☆ベビーマッサージ 

☆傾聴ボランティア講演会 ☆菰野町地域活動支援センター 

内田二次代さん（小島） 
4 年前に右膝に怪我を負い、不自由な姿で歩いていた時、ある方から「こ

んな体操をやっているから一緒にしよう！」と誘われ、週３回の体操と歩く
ことで今の元気な姿になりました。紹介して頂いた方や先生、沢山の方との
出会いに感謝しています。ありがとうございました。 

そして今、小島のいきいきサロンで和気あいあいとおしゃべりして楽しく運
動し、一人でも多くの方に参加して頂けるサロンを続けていきたいです。 

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。 

民生委員児童委員協議会では、歳末たすけあい運動の一環として、年末にお餅をついて 70 歳以上のお

一人住まいの方にのし餅をお届けしています。今年は５５６人の方に、各地区の民生委員児童委員が「良

いお年を」とメッセージが添えられたお餅を持って訪問されました。受け取られた方は「今晩、お雑煮に

して戴きます」と喜んでみえたそうです。 
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●と き：3 月 10 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 

回覧板を家族がまだみていないのに、 

自分だけ見て次へ回してしまったら 

 

認知症の方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。 

    怒らずに「私たちにも見せてね」と声をかける 

   （置く場所をきめておく） 

 認知症の徘徊などで行方が分か

らなくなった高齢者を、いち早く

探し出すために、地域のネットワ

ーク（地域の力）で早期に発見で

きるよう見守ります。 

湯の山介護老人保健施設

内では、どなたでも参加で

きる認知症カフェが開催さ

れています。参加費 100

円。問い合わせ：湯の山介

護老人保健施設 

℡392-2500
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日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所 日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所

3 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 試験 けやき 17 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 閉講式 けやき
9 月 9:30～ ファミサポ・サポート会員講習会 1 けやき 19 木 13：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 4 けやき
10 火 19：30～ 手話入門講座（基礎課程） 面接 けやき 25 水 9:30～ ファミサポ・サポート会員講習会 3 けやき
17 火 9:30～ ファミサポ・サポート会員講習会 2 けやき 26 木 13：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 5 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　　2月

～演目～ 

 「さるのおしりが赤いわけ」 

 「さるを食べたたこ」 

 「恵比寿様と貧乏神」 

 「じいよじいよ」「ひとり籠」 

 「津波を告げた人魚」 など  

 

 

  



 

 

  
第313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 14 土 14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

いろえんぴつ　活動日 けやき 9：30～ 千寿会　活動日 けやき

1 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 17 火 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

2 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

3 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 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 10：45～ どんぐり　活動日 現地

9：30～ どんぐり　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

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

14：00～ 響きの会　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

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～ オルゴール　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 けやき

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

9：00～ たんぽぽの会　活動日 現地 9：00～ 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 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

9：30～ あさがお　活動日 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

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

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

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

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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：00～ ｢旬」おやじの料理を楽しむ会　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～ 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～ オルゴール　定例会 けやき

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 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 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

14：00～ 響きの会　自主勉強会 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

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

随時

4 水

5 木

6 金

8 日

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

16 月

18 水

19 木

20 金

27 金

28 土

22 日

25 水

26 木

●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。  

望月奈緒美さん（潤田） 

私には、もうすぐ３歳になる息子がいます。私

が「何歳？」とたずねると「２歳、ハッピーバース

デーしたら３歳！」とこたえてくれます。ある日、

いつものように「何歳？」のやりとりをしていた

ら、息子が私に「ママ何歳？」と逆にきいてくれま

した。私は「ママ!?ママは◯◯歳！」と答えると息

子が「え～ママ違うよ！ママ２歳でしょ」と(笑)。

違うよ～と一瞬思いましたが、「あっ、そっかぁマ

マも大雅のママになって２年だもんねぇ～ママも

２歳だね！」とお話しました。もちろん、息子はそ

んなに深く考えて言った訳ではないけれど、私、

ママになってまだ２年かぁ～上手くいかないこと

もそりゃあるわ。なんて・・・。そう思うとなんだ

か肩の力が抜けて、悩んでいたことも前向きに考

えられそうでした。私も息子と共に育って成長さ

せてもらってるんだなぁ～。今までも、これから

も。 

そして、もうすぐママとしては３歳になる私で

すが、今思うのは、"出会いに感謝"です。 

息子が１歳の時に近所の同じ年の子を持つママ

に出会い、行き始めた千種の子育てサロン。和や

かな雰囲気で私も息子もすぐに仲間入り。いつも

楽しく参加しています。そして、サロン通いで教

えてもらった子育てサポートグループ「にこに

こ」。色々な経験、そしてたくさんの方々とふれあ

うことで、息子が大きく成長させてもらっている

なと感じています。 

今年は、息子が幼稚園に入園します。きっとま

たたくさんの出会いが待っているんでしょうね。

これからも、出会いを大切に、息子と共に成長し

ていけたらなと思います。 

 

 

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

竹永学童ｸﾗﾌﾞ

2/18(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）

2/12(木)、25(水)

2/5(木)、19(木)

2/4(水)、18(水)

2/6(金)、18(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）

2/5(木)、27(金)　　

H27.1.1現在

町総人口 41,489 人 ( ↑ )

世帯数 15,618 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,043 人 ( ↑ )

高齢化率 24.2 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,996 人 ( ↑ )

年少人口率 14.5 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 613 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,941 人 ( ↑ )

H26.12.1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

