
 

 

  

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 

  

 

 

☆こもの安心カード ☆菰野町手話講座 

☆菰野町社会福祉法人連絡協議会☆健康づくりリハビリセミナー 

民生委員・児童委員の日 啓発活動 ～わたしたちのまちの安心を支える～ 

 民生委員児童委員は、住民の立場にたって地域の福祉を担う身近な相談役です。 

5 月 12 日は、民生委員・児童委員の日。12 日から 18 日までの１週間を「活動強化週間」としています。

菰野町では 15 日（日）に、町内のスーパーやホームセンター6 箇所において、民生委員・児童委員の活動を

地域の皆さんに知っていただくための啓発活動を実施しました。 

種村 りき子さん（田口新田） 

長い間、ボランティア活動をさせて頂き、大勢の方々との出会いもあり、

大変喜ばしいことばかりです。地域で誰でも参加できる場所として、一昨年

より「いきいきサロン」を始めました。サロンでのおしゃべり、レクリエー

ション、筋力トレーニングなど色々考えて過ごしています。一人でも気軽に

参加してくださるようにとお待ちしています。 
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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 

手話を初めて勉強される方、手話に興味があ

る方、是非参加して手話の魅力を感じてみてく

ださい。 

厚生労働省の手話奉仕員養成カリキュラム

に準じて学びます。 

※今年度は「入門課程」、次年度には「基礎課程」

を学び手話を使える方（手話奉仕員）を養成し

ます。 
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  第329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 9：15～ どんぐり　活動日 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

いろえんぴつ　活動日 けやき 9：00～ けやき友の会　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 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 13：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　学習会 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

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 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

10：00～ あゆみの会　活動日 ダスキン菰野店 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

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 9：30～ あさがお　活動日 けやき

4 土 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

5 日 8：00～ けやきフェスタ　2016 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

6 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ あさがお　活動日 けやき

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

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

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 23 木 9：30～ あゆみの会　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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 14：00～ 響きの会　活動日 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 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

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

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

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

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 28 火 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：30～ ビアンカ　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 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 30 木 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～ つくしの会　活動日 現地

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

15 水

随時

1 水

2 木

3 金

7 火

8 水

9 木

10 金

12 日

13 月

11 土

16 木

17 金

20 月

21 火

22 水

24 金

25 土

26 日

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。 

倉谷佐紀子さん（大強原） 
 

子育てが始まって 6 年が経ちました。６歳の

男の子、３歳と１歳の女の子に恵まれ、その

間、主人の転勤で３回の引越し、主人の単身赴

任等いろいろめまぐるしくありながら、２年前

に出身地の菰野町に帰ってきてようやく落ち着

いてきたところです。 

振り返ってみると長男、長女を出産後の全く

知らない県外での子育てが一番大変でストレス

が多かった時期でした。知り合いも身近におら

ず、主人の帰りも遅く、丸一日大人と話さず終

わることもある日常に孤独を感じた時期でし

た。 

子どもの成長とともにイヤイヤ期や兄妹での

けんかなど、日々子育ての中で大変と感じるこ

とは変わってきましたが、子どもが入園してか

ら自分にも友達ができ、菰野に帰ってきてから

は実家に助けてもらえる環境もあり、自分にも

少し余裕がでてきたように思います。 

育児は育自だとよく言われますが本当にその

通りで、母親６年目でまだまだですが、子ども

のおかげで自分も育てられているなと思います。

子どもと過ごす中で、世の中にこんなに可愛い

愛おしいと思う存在があることを知り、こんな

に思い通りにいかないことがあることを知り、

余裕がないとイライラしてしまう自分の未熟さ

を痛感する毎日です。 

そんな自分ですが、今の自分に少しでも地域

のためにできることはないかという思いから、

子育てサロンのボランティアをさせていただく

ことになりました。また、これから子育てをし

ながらの新しい出会いが楽しみです。 

 

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）

6/9(木)、22(水)

6/2(木)、16(木)

6/1(水)、15(水)

6/3(金)、15(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

6/2(木)、8(水)、15(水)

H28.5.1現在

町総人口 41,526 人 ( ↓ )

世帯数 15,856 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,341 人 ( ↓ )

高齢化率 24.9 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,920 人 ( ↓ )

年少人口率 14.3 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 596 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,905 人 ( ↓ )

H28.4.1現在

介護保険要介護認定者数 1,489 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

4月5日 三重北農業協同組合様     24,144 円

19日 匿名 100,000 円

20日

22日 菰野きらら山草会様 8,700 円

25日 匿名 3,000 円

5月2日 匿名 50,000 円

6日 匿名 5,000 円

7日 匿名 10,000 円

匿名 50,000 円

匿名                水素水2ℓ×480本

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