
 

 

  

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 

  

 

菰野西保育園児と西菰野地区の皆さんで交通安全教室～菰野西保育園に憩いの場を～ 

 

 

☆家族でいっしょに読み遊びライブ☆手話講座（入門） 

☆一般会計決算☆ベビーマッサージ☆初心者向けヨガ教室 

地域の人が気軽に足を運べる「憩いの場」を作るため、菰野西保育園では世代を超えた交流の機会をたび

たび設けています。５月は西菰野老人クラブの皆さんや地域の人と一緒に交通安全教室を開催しました。 

お互いを思いやりながら園庭の横断歩道を渡るなどして楽しい学びと交流の場になりました。 

裏政由子さん（千草） 
子育てサポートグループ「にこにこ」のスタッフとして息子と一緒に 

サロンに参加しています。毎月ふれあい遊びや絵本・紙芝居の読み聞かせ 

等お手伝いをしつつ、同じ子育て中のお母さん達とお喋りを楽しみながら 

リフレッシュしています。息子にとっても他地区の子供達と一緒に遊び、 

触れ合えてとても良い場となっています。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ボラントピア事業 6,401,008

5,819,919

ファミリーサポート事業 3,142,882

子育て支援事業 2,667,155

共同募金事業 98,943

老人憩いの家事業 4,251,363

受託ヘルパー事業 14,092,707

老人福祉センター事業 12,996,215

介護予防事業 2,514,805

通訳者養成事業 1,634,044

社会福祉大会費 683,167

配食サービス事業 16,402,520

2,137,573

2,360,594

権利擁護事業 6,041,504

精神障がい者デイケア事業

サテライトデイサービス事業

ふれあいのまちづくり事業

協力：絵本のまちづくり文化プロジェクト実行委員会

 

介護保険事務 21,570,388

訪問介護事業 53,830,545

通所介護事業 57,379,951

介護保険事務 3,306,134

訪問介護事業 60,441,091

通所介護事業 68,034,490

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeBnlhrRUnzcALngdOfx7/SIG=12nnd9gjb/EXP=1421203557/**http:/www.osaka.cci.or.jp/kangyo2014/kangyotenLP/images/disuse.png
http://2.bp.blogspot.com/-YsWqGAXKiCI/UnIEBpLUh1I/AAAAAAAAZ8U/y93ANBgvFi4/s800/baby_massage.png
http://1.bp.blogspot.com/-tR-eEGdYkY0/VAlNbccOQ4I/AAAAAAAAmFY/d-7PH8Fs-uo/s800/syuwa.png


 

 

  

   

 

      

 

  

 

 

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。 

三重県青年司法書士協議会と全国青年司法書士

協議会では、養育費に関する相談会を開催します。 

「ひとり親家庭」の児童を対象としたボラン

ティアによる夏休み学習会を開催します。 

 

http://2.bp.blogspot.com/-C4qLZHqi_s0/VW6Aks2fdqI/AAAAAAAAt-8/7DAUYi5d3gY/s800/yoga_meisou.png
http://2.bp.blogspot.com/-LEaTU4KyJ_0/UZYk3VmtD9I/AAAAAAAATHM/GNlq9BQ9CTM/s800/camp_hangou_suisan.png
http://3.bp.blogspot.com/-U32fmzzBTmE/UYH5obLoqiI/AAAAAAAARIs/vRLmd2qTrfs/s600/natsuyasumi_title.png
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障がい児者と一緒に過ご

す 1 泊 2 日のキャンプで

す。お手伝いいただける

ボランティアを募集！！ 

1 日のみ、宿泊なしでも 

OK です♪

☆詳細は菰野町ボランティアセンターまで 

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

2 木 9：00～ ガイドヘルパー研修（一般課程） 4 けやき 16 木 9：00～ ガイドヘルパー研修（応用課程） 2 けやき
介護福祉士国家試験対策学習会 1・2 けやき 9：00～ 介護職員初任者研修 17 けやき
介護職員初任者研修 14 けやき 18：30～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 6 けやき

18：30～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 5 けやき 21 火 19：00～ 手話講座（体験コース） 3 けやき
6 月 9：00～ 介護職員初任者研修 15 けやき 介護職員初任者研修 18 けやき
7 火 19：00～ 手話講座（体験コース） 1 けやき 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 7・8 けやき

9：30～ ガイドヘルパー研修（応用課程） 1 けやき 18：30～ 介護福祉士国家試験対策学習会 4 けやき
18：30～ 介護福祉士国家試験対策学習会 3 けやき 28 火 19：00～ 手話講座（体験コース） 4 けやき

14 火 19：00～ 手話講座（体験コース） 2 けやき 29 水 9：00～ 介護職員初任者研修 19 けやき
15 水 9：00～ 介護職員初任者研修 16 けやき 31 金 9：00～ 介護職員初任者研修 20 けやき

水

9：00～
22 水

社　協　が　開　催　す　る　講　座　や　ボ　ラ　ン　テ　ィ　ア　ス　ク　ー　ル　の　ご　案　内　　７月

17 金
金3

9：00～
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第318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 9：30～ つくしの会　活動日 現地

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

いろえんぴつ　活動日 けやき 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

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

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 9：45～ どんぐり　活動日 やすらぎ荘

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　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

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

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　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 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

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 18 土 10：00～ 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 20 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

4 土 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 21 火 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

6 月 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

7 火 9：30～ つくしの会　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～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 23 木 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 8：30～ 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

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 19：30～ オルゴール　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 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 25 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 26 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 30 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 9：00～ ｢旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 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

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき

随時

1 水

2 木

3 金

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

15 水

16 木

17 金

31 金

22 水

24 金

29 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  

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

 ホームページ 

 

（コミュニティセンター [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。 

柴田知香さん（池底） 

今、２歳９カ月になる娘がいます。結婚するま

では仕事漬けの毎日でしたが、一人暮らしで自由

な生活を送っていました。子どもが生まれて生活

が一変し、子ども中心の生活になりました。 

初めての事ばかりで子育てに夢中でしたが、暫

くして少し慣れてきた頃、思い通りにいかない事

や、環境の変化によるストレスからイライラする

事もあり、今思えば、産後うつだったのかなと軽

く振り返れますが、当時は今しか見えず、重い時

を過ごした事もあったと思います。 

同じ位の子と触れ合いさせたくて、知り合いの

紹介で地区の子育てサロンへ行くようになりま

した。乳幼児から３才ぐらいまで幅広くいて、子

どもにも良い刺激になると思いました。ただ最初

の頃、輪の中に入っていくのを難しく感じてしま

いましたが、子どもの為と自分の人見知り改善の

為、何度か足を運ぶうちに、お話する人も増え、

育児で困った話をすると、「うちもそうよ」と聞

いて、自分だけじゃないんだと安心しました。 

娘はなかなか寝ない子です。母乳をあげている

時は、夜中に２～３時間おきに起きていました。

サロンで「母乳をやめればよく寝るようになるこ

ともあるよ」と聞いたので徐々に試してみたら、

２歳半でようやく朝まで寝れるようになりまし

た。 

しかし、今度は夜遅くまで寝てくれない日もあ

り苦労しますが、そういった悩みをサロンで話し

て、ストレス発散しながら子育てを楽しんでいま

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。  

H27.6.1現在

町総人口 41,424 人 ( ↑ )

世帯数 15,660 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,120 人 ( ↑ )

高齢化率 24.4 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,979 人 ( ↑ )

年少人口率 14.4 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 606 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,939 人 ( ↑ )

H27.5.1現在

介護保険要介護認定者数 1,474 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）

7/9(木)、22(水)

7/2(木)、16(木)

7/1(水)、15(水)

7/3(金)、15(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）

7/2(木)､8(水)､

15(水)、24(金)

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

