
 

 

  

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 

  

 

菰野地区ふれあい弁当「ひまわりの会」～一人暮らし高齢者を見守ります～ 

 

 

☆菰野町手話講座 ☆シニア生き生きチャレンジ教室 

☆県要約筆記者養成講座  ☆県介護職員初任者研修 

伊藤暁子さん（宿野） 
ボランティア活動は 24 年になります。聴覚障がい者との手話サークル活動

や菰野地区ふれあい弁当（ひまわりの会）でのお弁当作りや配食に関わってい

ます。お弁当をお持ちした時、高齢者のお元気な笑顔にふれるとホッと一安心

します。ボランティア活動を通した人と人との出会い、つながりあい、学びあ

いは私の元気の源です。これからもこの活動を続けていきたいと思います。 

菰野地区では給食ボランティアグループ「ひまわりの会」が月に２回お弁当を作って一人暮らし高齢者宅

にお届けし、空き弁当箱を回収する見守り活動をしています。一人暮らしであっても、地域の見守りの目が

あることで、安心して住み慣れた家で生活することができるようネットワークを築きます。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

手話を初めて学ぶ方を対象に、手話がどんな

ものかを体験してみるための講座です。 

さらに学びたい方には、手話奉仕員の養成講

座（入門コース）を引き続き開催予定です。 

 



 

 

  

   

 

      

 

  

  

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 

認知症状からくる行動に困惑した

り、対応の仕方に悩んでいらっしゃ

ることはありませんか？ 

認知症の方を支える介護者同士

が、お互いに話をする場です。 

福祉、介護現場の人材不足を改善するため、初

任者研修を実施して、資格取得後、就労できる人

材を養成します。 

文字で伝える通訳の担い手である要約筆記者

を養成し、聴覚障がい者の社会参加と福祉の増

進をはかります。 

 認知症による徘徊などで行方が

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

見できるよう見守る仕組みです。



 

 

  

  



 

 

  

第317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 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

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

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～ 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～ 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

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

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 9：00～ どんぐり　活動日 現地

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

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

8：00～ センター給食ボランティア　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 14：00～ 響きの会　定例会 けやき

10：00～ あゆみの会　活動日 現地 19：30～ オルゴール　定例会 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

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 20 土 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　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～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

10：00～ あゆみの会　活動日 現地 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

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～ 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

9：30～ 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 火 9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 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 8：30～ 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～ ｢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 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：00～ 千寿会　活動日 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　活動日 けやき

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 19：30～ オルゴール　定例会 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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 27 土 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 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 13：00～ フォー・クローバー　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

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン
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●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  

 Facebook https://www.facebook.com/komono.shakyo 

 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。 

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

6/4(木)､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）

6/11(木)、24(水)

6/4(木)、18(木)

6/3(水)、17(水)

6/5(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）

6/26(金)

山本幸子さん（柳林） 

私には４歳の息子と６ヶ月の娘がいます。赤ん

坊の娘は誰にでも笑顔を振りまく愛想良しです。 

一方、息子は幼い時から人見知りが強く、家族

以外の人にはなかなか心を開こうとしません。家

ではとってもおしゃべりで元気一杯です。そんな

姿を知っているだけに人前で、ただ恥ずかしがっ

て小さくなっている息子に、ついもどかしさや歯

痒さを感じてしまいます。「いつも通りにすれば

きっとすぐにお友達もできるのに・・・」そんな

風に思ってしまいます。でも、きっと私以上に困

っているのは息子本人なのだろうと思い、息子の

性格を受け入れ、尊重することを心がけながら過

ごしてきました。 

そんな息子が４月から幼稚園に通いだしまし

た。まだまだ泣いて通う日が多い中、先日、園か

らの帰り道「今日はお土産あるよ～」と嬉しそう

に話してくれました。そして家に着くなり、カバ

ンから折り紙で折った恐竜を出してきて「先生と

一緒に折った！」と満面の笑みで見せてくれまし

た。そんな様子を見て、人見知りの息子なりに少

しずつ自分の世界を広げて頑張っているのだな

と思うと嬉しくなりました。 

日々の子育てに悩みや心配は尽きませんが、こ

れから沢山の人と出会い、沢山の経験を重ね、少

しずつ成長し、変わっていく子どもたちの姿を楽

しみに、これからも子育てしていきたいと思いま

す。 

そして、毎日つい大変だと思ってしまうこの子

育て期間も、実はかけがえのない大切な時間であ

ることを忘れずに、子どもたちと楽しく過ごして

いけたらと思います。 

 

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。  

H27.5.1現在

町総人口 41,407 人 ( ↓ )

世帯数 15,642 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,117 人 ( ↑ )

高齢化率 24.4 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,975 人 ( ↑ )

年少人口率 14.4 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 605 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,938 人 ( ↑ )

H27.4.1現在

介護保険要介護認定者数 1,477 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比
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