
 

 

  

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 

  

 

「自分たちで育てたもち米です！」～鵜川原小学校 5 年生の皆さんより～ 

 

 
☆家族で一緒に読み遊びライブ ☆ベビーマッサージ 

☆シナプソロジー研修会 ☆認知症サポーター養成講座 

水谷久子さん（潤田） 
1 年間のうち、ほとんど毎日をボランティアとホームヘルパーの仕事で過

ごしています。お陰さまで仕事仲間やボランティアの友だちがたくさんで
き、みんなでランチに行ったり繋がりができていくことを嬉しく感じてい
ます。若い世代の方たちがどんどんボランティアとして参加してくれると
多世代に繋がりのあるボランティア活動が展開できると期待しています！ 

有限会社ＡＭＣさんの協力のもと、自分たちで田植えから稲刈りまでを行い、愛情込めて育てたもち

米 30ｋｇを福祉のために使ってくださいとご寄付いただきました。お一人暮らし高齢者の見守りのお弁

当で活用させて頂きます。ありがとうございました。 
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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 

テレビのリモコンの操作ができなくて 

イライラしていたら 

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。 

    わかりやすいように目印（シール）をつけて 

あげる 

 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。 
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Ａプラン Ｂプラン
基本タイプ ３００円 ４５０円
天災タイプ ４３０円 ６５０円

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

3 火 9：30～ ファミサポ・サポート会員講習会 4 けやき 22 日 13：00～ ボランティアリーダー研修会 けやき
13 金 13：30～ 傾聴ボランティア講演会 けやき 10：00～ 小・中学生春休み福祉体験教室 1 けやき
14 土 9：30～ 第3回難聴学習セミナー けやき 13：30～ 「シナプソロジーを体感してみよう！」 けやき
19 木 13：30～ 認知症サポーター養成講座 けやき 27 金 10：00～ 小・中学生春休み福祉体験教室 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　　3月

26 木

 



 

 

  第314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 10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 14：00～ おもちゃ診療所　活動日 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

1 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 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～ 千寿会　活動日 けやき

3 火 9：30～ つくしの会　活動日 現地 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

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 9：30～ どんぐり　活動日 現地

9：30～ どんぐり　定例会 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 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　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

19：30～ オルゴール　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 14：00～ 響きの会　定例会 けやき

7 土 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

7 土 13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

8 日 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 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～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 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

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 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 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ あさがお　活動日 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 9：00～ ｢旬」おやじの料理を楽しむ会　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

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 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～ 千寿会　活動日 けやき 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 9：00～ オルゴール　定例会 けやき

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 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

14 土 8：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

随時

4 水

5 木

6 金

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

16 月

18 水

19 木

20 金

25 水

29 日

26 木

27 金

28 土

●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。  

坂口詩乃さん（永井） 

我が家には、もうすぐ１歳になる息子がいます。 

「育児はゆとりを持ってしたい！」と思っていた

のに、実際には、初めての授乳、抱っこ、泣きぐず

り・・・。ゆとりどころか、何をするにも戸惑いな

がらで、鬱々とした気持ちになっていました。し

かし、そんな子育て初心者の私でも、毎日息子と

一緒に過ごす中で、息子からのサインを「あーオ

ムツね」「眠いのね」「お腹空いたんだね」と読み取

れるようになってくると、育児を心から楽しめる

ようになっていきました。 

新生児の頃は眉間にしわを寄せて周りを見つめ

ていた息子。繊細な子なのかしらと思い、「大丈夫

だよ」が口癖でしたが、ハイハイし始めた頃から

好奇心旺盛になり、気になる物を見つけるとすご

い気迫で向かっていきます。最近では、お鍋の湯

気を見て、ひっくり返りそうなほど驚いていまし

た。クルクルと表情を変える息子と過ごす毎日は、

当たり前だった日常を賑やかに変えてくれていま

す。 

いつも心と身体をフル稼働の初めての育児も、

息子の誕生日を迎えると同時に、大きな変化を向

かえます。私は育児休業を終え、職場復帰し、私と

息子にとって初めて別々の時間が始まるのです。

息子が生活の変化に対応できるのか、仕事と母業

を両立できるのか、新しい生活には不安がたくさ

んあります。母としてまだまだ未熟な私ですが、

家族や地域の方々に支えてもらいながら、息子が

思い切り泣いて、笑え、安心できる家庭をつくり

たいと思います。 

 

 

H27.2.1現在

町総人口 41,481 人 ( ↓ )

世帯数 15,627 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,071 人 ( ↑ )

高齢化率 24.3 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,986 人 ( ↑ )

年少人口率 14.4 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 610 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,936 人 ( ↓ )

H27.1.1現在

介護保険要介護認定者数 1,443 人 ( ↓ )

（ ）内矢印は、先月比

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

3/11(水）、18(水)、27(金) 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）

3/12(木)、25(水)

3/5(木)、19(木)

3/4(水)、18(水)

3/6(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）

3/5(木)

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

