
 

 

  

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 

  

 

菰野子育てサロン「ヤッホー」七夕会 ～子どもを持つ親同士集える場を～ 

 

 

☆在宅介護者のつどい ☆第 27 回菰野町社会福祉大会 

☆「地域サポーターの会ちくさ」設立説明会 

「♪笹の葉さ～らさら～」親子の楽しい歌声が菰野地区コミュニティセンターの 2 階に響きます。親子揃

って楽しい時間を過ごせるように菰野地区では、月に 2 度子育てキーパーソンの皆さんが企画を考え、子育

てサロンを開催しています。皆さんの願い事かなうといいですね。（子育てサロン開催日は裏面をご覧くだ

さい） 

 

松田孝さん（大羽根園柴垣町） 
わたしは毎日、とても忙しく張りのある生活をしています。 

地元老人クラブの孔版画教室やけやきで開催される伊勢型紙講座などで手

先を動かし、テニスやゴルフ、ヨガやエアロビクスなどの運動にも進んで出

かけます。W 還暦を目指して、楽しく毎日をいきいきと過ごしていきたいと

思っています。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-WC6l6tBIFg4/VEETUpU74GI/AAAAAAAAodU/wCFeOqrUXsU/s800/doctors_people.png
http://4.bp.blogspot.com/-WBR3UQo6-Bk/UW4WEqknafI/AAAAAAAAQqE/mUSqLmLdLeU/s1600/aroma_girl.png
http://3.bp.blogspot.com/-0LzRcabLeS4/U0pTFP-ULvI/AAAAAAAAfDI/350gzN4bTN8/s800/text_warai.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。 

 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。

http://1.bp.blogspot.com/-tR-eEGdYkY0/VAlNbccOQ4I/AAAAAAAAmFY/d-7PH8Fs-uo/s800/syuwa.png
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～あなたの想い 絵手紙にしてみませんか？～ 

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

9：00～ 介護職員初任者研修 21 けやき 9：00～ 介護職員初任者研修 22 けやき
10：10～ 中学生ワークキャンプ（八風中） みずほ寮 9：00～ 高校生ボランティアスクール 5 けやき
9：40～ 中学生ワークキャンプ（八風中） みずほ寮 18：30～ 介護福祉士国家試験対策学習会 7 けやき

19：00～ 手話講座（体験コース） 5 けやき 19：00～ 手話講座（体験コース） 6 けやき
6 木 10：00～ 高校生ボランティアスクール 1 けやき 19：00～ 手話講座（入門コース） 1 けやき

9：00～ 介護福祉士国家試験対策学習会 5・6 けやき 19 水 9：00～ 介護職員初任者研修 23 けやき
10：00～ 高校生ボランティアスクール 2 けやき、他 21 金 18：30～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 10 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 9 けやき 25 火 19：00～ 手話講座（入門コース） 2 けやき
8：25～ 高校生ボランティアスクール 3 現地 9：00～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 11・12 けやき

10：10～ 中学生ワークキャンプ（菰野中） みずほ寮 18：30～ 介護福祉士国家試験対策学習会 8 けやき
9：30～ 高校生ボランティアスクール 4 現地 28 金 9：00～ 介護職員初任者研修 24 けやき
9：40～ 中学生ワークキャンプ（菰野中） みずほ寮

11 火

7 金

10 月 26 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　　９月

3 月
12 水

4 火
18 火

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A2RA1IP2xcJVBD0AWhsdOfx7/SIG=1210qbiga/EXP=1438914422/**http%3a/suzushi-syakyo.or.jp/img/illust703.png


 

 

  

第319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 9：00～ 千寿会　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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

3 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

4 火 9：30～ つくしの会　活動日 現地 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 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 9：30～ どんぐり　活動日 けやき

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 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 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 22 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

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～ 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

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 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 27 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 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 19：30～ オルゴール　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 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

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｣　定例会 けやき

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 30 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

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

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

随時

5 水

6 木

7 金

8 土

10 月

11 火

12 水

13 木

14 金

17 月

19 水

20 木

29 土

21 金

26 水

28 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



 

 

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）

8/13(木)、26(水)

8/6(木)、20(木)

8/5(水)、19(水)

8/7(金)、19(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）

8/6(木)、19(水)

28(金)

 

 

    

 

 

    

 

※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。 

岡田望美さん（小島） 

私には、２歳の娘と６ヶ月になる息子がいま

す。娘は人見知りがひどくて、子育てサロンに連

れて行っても私から離れて遊ぶことがほとんど

ありませんでした。いつも、私の膝に座って、自

分が遊びたいおもちゃがあると、私の手を引っ張

っておもちゃのところまで連れていき遊ぶよう

な子どもでした。 

そんな娘が息子を妊娠してから少しずつ変わ

り始め、時間がたち慣れてくると皆と一緒に遊ぶ

ようになりました。「最初はやっと慣れてきてく

れたんだな」なんて思って見ていたのですが、息

子を出産してからまたまた変わり、友達に自分か

ら手を繋ぎに行ってみたり、家族以外の大人に遊

んでもらうことなんてなかった娘が、手を繋いで

遊んでもらっていたりと、私が驚くほど成長しま

した。周りの方にも、「なんだか変わったね」や

「お姉ちゃんになったね」と言ってもらえること

も多くなりました。 

息子を出産する前は、この子お姉ちゃんになれ

るかな？？と心配していましたが、すごく成長で

きている娘を見て嬉しく思いました。そして、今

となってはサロンに到着するなり一人で走って

遊びに行くようになりました。 

子育てはとても大変で、二人になってもっと大

変になり、いつも怒ってばっかりですが、これか

らも娘・息子の成長を一番近くで見て、楽しんで、

喜んで、感謝して、今しかない時間を大切にすご

していきたいと思っています。 

 

 

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。  

H27.7.1現在

町総人口 41,423 人 ( ↓ )

世帯数 15,689 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,132 人 ( ↑ )

高齢化率 24.5 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,970 人 ( ↓ )

年少人口率 14.4 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 603 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,939 人 ( → )

H27.6.1現在

介護保険要介護認定者数 1,483 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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

