
 

 

  

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 

  

 

 

☆老人福祉センター 初心者向けヨガ教室募集 

☆介護実務者研修と介護支援専門員実務者研修受講試験対策学習会 

千種小学校 5 年生認知症サポーター養成講座 ～認知症キャラバンメイトと民生委員児童委員が協力～ 

 

山下泰弘さん（竹成） 

竹成老人クラブ敬和会で「いきいきサロン」を始めて、日々、目に見えて早く感ず

る今日この頃。時を刻む一秒一秒、針の動きを確かめ、瞬きをする瞬間の日を思い、

地域の絆とふれあいの中で、隣人を友人に変身させる「いきいきサロン」。日々の健

康を第一に保ち、生活がどれ程に潤うか計り知れないが、元気な敬和会に成るよう歩

を一歩進めたいと願う。 

3 月 7 日、千種小学校 5 年生の児童が認知症サポーター養成講座を受講しました。認知症の方への接し方を

学ぶために、認知症啓発のボランティアであるキャラバンメイトと地域の民生委員が認知症の方に扮し、児童

に道案内をしてもらうシミュレーションを行いました。認知症に対する正しい知識を持っている方が少しでも

増えれば、その分だけ認知症の方が住みやすい地域となります。ご協力頂いた皆さんありがとうございました。 
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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 

http://2.bp.blogspot.com/-lYVVqLIOxNk/VJ6XAvZ4VqI/AAAAAAAAqDk/-LqEVU9ijpY/s800/kaigo_kurumaisu.png
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http://4.bp.blogspot.com/-q0Wgr_xDwXw/VVGVdTwFOzI/AAAAAAAAtl0/P4N_6J9f2G0/s800/kataashidachi_man.png
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第327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～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 けやき

いろえんぴつ　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 9：00～ 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～ こもの菊　定例会 町民センター

2 土 13：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

4 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ つくしの会　活動日 現地

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

9：30～ 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

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 9：45～ どんぐり　活動日 やすらぎ荘

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～ どんぐり　定例会 けやき 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

14：00～ 響きの会　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 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

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

14：00～ 響きの会　自主勉強会 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 23 土 19：00～ 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 24 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 9：30～ あさがお　活動日 けやき

10 日 9：00～ たんぽぽの会　活動日 現地 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 9：30～ あさがお　活動日 けやき

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：30～ あさがお　活動日 けやき

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

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：00～ 千寿会　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

9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

随時

1 金

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

15 金

18 月

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

27 水

28 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。  

千種 恭子さん（竹成） 

結婚して菰野に住むことになり、子どもを２

人授かりました。３年前に息子が生まれ、昨

年、娘が生まれました。 

息子は低出生体重児で、しばらく保育器に入

っていました。初めての子育ては分からないこ

とばかりのうえ、身体は小さく不安と心配ばか

りでした。家族や友達に相談したり、助けても

らいながら子育てをし、息子も順調に成長して

いきました。 

息子が１才を過ぎた１２月、初めて子育てサ

ロンに参加しました。以前から参加しようかと

考えていたものの、サロンに行って息子がみん

なと仲良く遊べるか、嫌がったりしないか、も

し楽しく過ごせなかったらどうしようかと、マ

イナスイメージで考えてしまい、なかなか行く

ことができませんでした。その日はクリスマス

会で、イベントをするならちょっと楽しそうかな

と思い、参加しました。初めは中に入るのを少

しためらい、もじもじしていた息子も、催しが

始まると喜び、楽しく過ごすことができまし

た。大喜びしている息子の姿をみて、もっと早

く連れてきてあげればよかったと後悔しまし

た。私も色んなお母さんから話を聞けたり、参

加して本当に良かったと思いました。楽しむの

は子ども達だけでなく母親達も情報交換した

り、息抜きできるので良い場所だと思いまし

た。今では毎回楽しみに参加しています。 

サロンには赤ちゃんから３才のたくさんの子

どもがいて、色々刺激し合い成長しています。

その為かサロンに来ている子は成長が早いよう

に思います。 

昨年は娘の出産でしばらくお休みをしていま

したが、４カ月になった頃から、また足を運ん

でいます。息子は４月から幼稚園なので、娘と

一緒に参加したいと思います。娘は早いサロン

デビュー。これからの成長が楽しみです。 

 

H28.3.1現在

町総人口 41,520 人 ( ↓ )

世帯数 15,785 世帯 ( ↓ )

65歳以上人口 10,314 人 ( ↓ )

高齢化率 24.8 ％ ( ↓ )

年少人口（14才以下） 5,916 人 ( ↑ )

年少人口率 14.2 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 587 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,920 人 ( ↓ )

H28.2.1現在

介護保険要介護認定者数 1,496 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

竹　永

（ふわふわ）

千　種

（あい・アイ）

4/14(木)、27(水)

4/7(木)、21(木)

4/6(水)、20(水)

4/1(金)、20(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

4/7(木)､13(水)､20(水)

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
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http://4.bp.blogspot.com/-_Uh5osfp6Rs/Viio4aGDdAI/AAAAAAAAzqU/DVoH04swWNM/s800/baby_hoikuki.png

