
 

 

  

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 

  

 

 

☆座談会「近所で気軽に集まれる場所を作ってみたら」 

☆手話講座 ☆在宅介護者の集い 

市岡有多子さん（杉谷） 
障がい児・者を持つ親の会「めぐみの会」では、会員を募集中です。園児の入会も

大歓迎です。月１回の定例会では子どもたちがボランティアと参加する行事や、子ど

もたちの年齢に合わせた訓練会の報告をしあったり、就労した方の話を聞けたりと、

情報収集の場となっています。年１回の施設見学では、自立に向けてグループホーム

や企業等を見学させて頂いています。関心のある方は是非一度、社協へお問い合わせ

下さい。 

 

菰野子育てサロン「ヤッホー」 ～サンタさんからプレゼント～ 

 各小学校区で未就学の子どもとその親のための「子育てサロン」を開催しています。子育て中のお母さん

たちが社会から孤立して悩んだりすることがないように、子育てを通して交流できる場となっています。12

月のサロンはクリスマス会でサンタさんからプレゼントをもらい、子どもたちは大喜びでした。各地区のサ

ロンは裏面の予定をご覧ください。 
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認知症の方を支える介護者同士がく

つろぎのひとときを過ごしてもらう場

所です。認知症サポーターがサポート

させて頂きます。 

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 

手話学習歴が３年以上の方、手話奉仕員養

成講座修了者、手話通訳者を志す方のスキル

アップのための手話講座です。 

http://1.bp.blogspot.com/-QKrLDSResFM/VRUQNXXsHPI/AAAAAAAAsiI/S5l1sjKgKIA/s800/sick_ninchisyou_alzheimer.png
http://3.bp.blogspot.com/-15rYRDnmh-g/UZSscolCRTI/AAAAAAAAS0U/UfS9-sh4hL4/s800/ojiisan_kurumaisu.png
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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

10：00～ 介護講座 3 けやき 17 水 9：30～ ファミサポ・サポート会員講習会 2 けやき
19：00～ 手話講座（基礎コース） 8 けやき 19 金 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 4 けやき
14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 3 けやき 10：00～ 介護講座 4 けやき
19：00～ 手話講座（基礎コース） 9 けやき 19：00～ 手話講座（基礎コース） 11 けやき

10 水 9：30～ ファミサポ・サポート会員講習会 1 けやき 24 水 9：30～ ファミサポ・サポート会員講習会 3 けやき
16 火 19：00～ 手話講座（基礎コース） 10 けやき 28 日 13：00～ 手話講座（チャレンジコース） 1 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　　２月

2 火

9 火 23 火

トヨタ産業技術記念館にて 

 

  

回 日　　時 内　　容 講　　師

1
3月3日（木）
13:30～15:30

オープニング
～地域で生き生きと暮らすために～
ボランティア活動、地域の支え合い活動
について

鈴鹿医療科学大学
蒔田勝義 准教授

2
3月7日（月）
13:30～15:30

～安心で安全な老後のために①～
家族に介護が必要になったら？
知っておきたい介護保険制度、介護サー
ビスについて

菰野町地域包括支援センター
中島寛（社会福祉士）

3
3月10日（木）

13：30～15：30

～安心で安全な老後のために②～
自分で判断できなくなったらどうする？
障がいや認知症の方を支援する成年後
見制度等について

北勢綜合法律事務所
東幸太郎 弁護士

4
3月14日（月）

13：30～15：30

ボランティアセンター、ボランティア活動に
ついて
クロージング

菰野町社会福祉協議会
地域福祉課・松永直起
（地域福祉活動専門員）

5
3月17日（木）
9：00～15：30

（オプショナル）
ボランティア体験
実際にボランティアを体験してみません
か？

※社会福祉協議会職員
　 が同伴します
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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

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

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～ 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 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ あさがお　活動日 けやき 10：45～ どんぐり　活動日 現地

10：00～ ともしびの会　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

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 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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

6 土 13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

7 日 9：00～ たんぽぽの会　活動日　 現地 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

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～ 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

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9 火 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

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

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

8：30～ あじさいの会　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

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 27 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

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

13：30～ 響きの会　自主勉強会 けやき 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 29 月 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

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

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき

随時

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

8 月

10 水

12 金

13 土

15 月

17 水

18 木

26 金

28 日

19 金

24 水

25 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。 

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。  

石川 智美さん（潤田） 

菰野に引っ越して来たのが 2 年半前。新生活

は楽しみな反面、不安もありました。息子はそ

の頃 7 ヶ月。初めての育児で心配事も多く、話

を聞いてもらえるママ友を作る！これが私の目

標でした。 

手始めに子育てサロンに息子と顔を出しまし

た。すると近所に息子と同じくらいの子がたく

さんいる事がわかり、ママたちも明るくて楽し

い人ばかりでした。それからは息子と一緒にい

ろいろな場に顔を出すようにしました。息子に

も私にもたくさんの友達ができました。 

現在は息子は３歳、娘は７ヶ月。息子は妹を

可愛がってくれるし、そんなお兄ちゃんの事を

娘は大好きです。でも２人の育児は思っていた

より大変でした。娘が泣くと息子もぐずったり、

２人を連れて買い物をするのもひと苦労です。

ふざける息子に怒ってしまったり、笑顔が自然

に出てこない事もあります。自分の事なら笑っ

て乗り越えられる事も子供たちの事だと真剣に

思い悩んでしまいます。 

そんな時は家族と友達が助けてくれます。

お互いに悩みを話しアドバイスし合って笑い

飛ばしたり、ぐずっている息子をなだめてく

れたり、全力で子供たちと遊んでくれたり、

私がくだらない冗談を言っても笑ってくれた

り。涙を浮かべて喜びを分かち合うような一

生の友達もいる。 

次の目標は私もみんなの手助けをする事。ま

ずは、毎日笑顔で子供たちと楽しみながら過ご

そう！それがみんなへの恩返しになると思って。 

 

H28.1.1現在

町総人口 41,560 人 ( ↑ )

世帯数 15,805 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,292 人 ( ↑ )

高齢化率 24.8 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,921 人 ( ↓ )

年少人口率 14.2 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 605 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,942 人 ( ↓ )

H27.12.1現在

介護保険要介護認定者数 1,518 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

2/26(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）

2/24(水)

2/4(木)、18(木)

2/3(水)、17(水)

2/5(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）

2/4(木)､10(水)､17(水)

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://2.bp.blogspot.com/-cnlv0GXzh9w/UdEecGCjgiI/AAAAAAAAVvk/H3T5tgC05XE/s687/friends_hagemashi_girls.png

