
 

 

  

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 

  

 

家族いっしょに「読み遊びライブ」 ～子どもの笑い声で会場大盛り上がり～ 

 

 

☆ベビーマッサージ    ☆初心者向けヨガ教室 

☆地域サポーター養成講座 ☆認知症サポーターフォローアップ 

夏休みの暑い土曜日、けやきの 2 階のホールが家族連れで賑わいました。毎年、恒例となったしんちゃん

の絵本の読み聞かせ。お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさんが子ども達の笑顔を見てとても楽しそ

うにされてみえました。子どもの笑顔は、わたしたち大人を幸せな気分にしてくれます。笑顔あふれる菰野

町でありたいですね。 

 

伊藤有菜さん菰野中 3 年（千草）～中学生ワークキャンプでみずほ寮へ～ 
みずほ寮で普段できない素敵な体験をいろいろとさせて頂きました。施設の

方にはとても感謝しています。これから高齢者が増えていく中で、介護のこと

を知っている人が増えていくといいと思いました。この経験をこれからにつな

げていきたいです。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-C4qLZHqi_s0/VW6Aks2fdqI/AAAAAAAAt-8/7DAUYi5d3gY/s800/yoga_meisou.png
http://1.bp.blogspot.com/-o5aM4O49bSY/UnXnP4MMXTI/AAAAAAAAaLA/Xfh2wiPQAFI/s800/kaden_denwa.png
http://2.bp.blogspot.com/-YsWqGAXKiCI/UnIEBpLUh1I/AAAAAAAAZ8U/y93ANBgvFi4/s800/baby_massage.png


 

 

 

 

      

 

   

  

●問い合わせ、申し込み： 

  地域包括支援センター℡391-2220 

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。

    

・認知症に対する理解を深めましょう 

  ・認知症は誰にでも起こる病気です 

  ・単なる物忘れと認知症は違います 
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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

1 火 19：00～ 手話講座（入門コース） 3 けやき 15 火 19：00～ 手話講座（入門コース） 5 けやき
4 金 9：00～ 介護福祉士国家試験対策学習会 9・10 けやき 17 木 13：30～ 地域サポーター養成講座 1 けやき
4 金 18：30～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 13 けやき 18 金 18：30～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 14 けやき
8 火 19：00～ 手話講座（入門コース） 4 けやき 23 水 9：00～ 介護支援専門員実務研修受講試験対策学習会 15・16 けやき
9 水 18：30～ 介護福祉士国家試験対策学習会 11 けやき 29 火 19：00～ 手話講座（入門コース） 6 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　　９月



 

 

  
第320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～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

いろえんぴつ　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 9：30～ どんぐり　活動日 現地

9：30～ つくしの会　活動日 現地 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ あさがお　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～ ともしびの会　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 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～ どんぐり　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　活動日 けやき 21 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

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

7 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

8 火 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

9：30～ あゆみの会　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

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

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

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 27 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 28 月 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき

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

16 水 9：30～ つくしの会　活動日 現地

26 土

30 水

23 水

24 木

25 金

16 水

17 木

18 金

11 金

12 土

14 月

4 金

9 水

10 木

随時

1 火

2 水

3 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  

 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。 

阿知波 智子さん （潤田） 

うちには６才と３才になる息子がいます。 

長男は幼稚園に入園するのと同時に菰野町に

引っ越してきました。そんな長男も来年小学生。

カエルに触ることさえ出来なかったのが、今では

散歩に行けばカエルを捕まえ、全然先に進まない

くらい大好きになりました。 

次男はハイハイも出来なかったのが、今では兄

と朝から戦い、寝る時まで戦っています。よくま

あいつも戦ってはケンカばかりするなと、見てい

るこっちが疲れるくらいです。 

そんな２人も会話が何となく成り立ってきて、

楽しそうに盛り上がっているのを見ると、やっぱ

り仲良しなんだなと嬉しくなります。 

先日、２階で洗濯物を干して１階へ降りてきた

ら、机の上から床に落ちた大量の牛乳が水たまり

になっていて、それを２人で静かに何枚ものティ

ッシュで拭いていました。兄が弟に牛乳を入れて

あげようとしたら、弟が途中でコップを引いて、

さらに兄のコップを倒したそうです。ティッシュ

で拭ける量ではなく、余計に広がっていました

が、私に怒られると思って、一生懸命拭いていた

姿に怒れず笑えてきました。 

毎日、何度言ったらわかるのかとか、いい加減

にしてとか腹の立つ事も多くプリプリしてばか

りですが、小さな幸せをたくさんもらっていま

す。今までを振り返れば大変な事もたくさんあっ

たけれど、成長と共に解決し、気づけばあっとい

う間に大きくなった気がします。 

この先も、その時々で子育ての悩みもきっと尽

きることはないと思いますが、日々ふりまわされ

ながら子どもたちと一緒に家族で楽しく成長し

ていきたいなと思います。 

 

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。  

H27.8.1現在

町総人口 41,433 人 ( ↑ )

世帯数 15,690 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,151 人 ( ↑ )

高齢化率 24.5 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,948 人 ( ↓ )

年少人口率 14.4 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 602 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,944 人 ( ↑ )

H27.7.1現在

介護保険要介護認定者数 1,478 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

9/25(金) 竹永学童ｸﾗﾌﾞ

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）

9/10(木)

9/3(木)、17(木)

9/2(水)、16(水)

9/4(金)、16(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）

9/3(木)､9(水)､16(水)

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://1.bp.blogspot.com/-VRb0CqTiPc4/VMIthbA-mJI/AAAAAAAAqu0/9uy05Xg4l_0/s800/kaeru5_seitai.png

