
 

 

  

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 

  

 

 

☆障がい児者のしあわせキャンプ  ☆ベビーマッサージ 

☆在宅介護者のつどい ☆社会福祉協議会決算 

福祉と健康のフェスティバル 「けやきフェスタ 2016」 ～人にやさしい福祉のまち～ 

 ６月５日（日）、保健福祉センターけやきにおいて「けやきフェスタ 2016」を開催しました。会場では、

福祉や健康の体験や、バザーなどが行われたくさんの人で賑わいました。エンディングではメッセージのつ

いた風船をとばし、愛知県豊橋市伊古部町の方から「風船が飛んできました」とメールをいただきました。 

木村翼さん、木村好さん、松阪美咲さん、 
正水木乃香さん（菰野小学校６年生） 

けやきフェスタで募金をお願いするボランティア

をしました。とても楽しかったです。来年は着ぐる

みを着てみたいな。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

障がいのある方とボランティアで過ごす 

１泊２日の野外キャンプです。キャンプファ 

イヤーや飯盒炊飯なども行いますので、ぜひ 

ご参加ください。 

☆障がい者の皆さんが、楽しく自然の中で過

ごすことができるように、ボランティアやス

タッフがサポートしますので、安心してご参

加ください。 

 

http://2.bp.blogspot.com/-NM1zcPg0Ivo/UZYk3E9DdvI/AAAAAAAATHQ/GUNBHBP_Gec/s800/camp_campfire_boy_girls.png
http://3.bp.blogspot.com/-FCXrXo7IBBU/UZYlLyQSfyI/AAAAAAAATK4/sBzNRe1anvI/s800/suiei_syasei_camp_48.png
http://2.bp.blogspot.com/-cVW-NTV1RE0/Vnzs2VnRyhI/AAAAAAAA2LA/1qFE6m3UxJ4/s800/kusuguru_baby.png
http://1.bp.blogspot.com/-z815Y28aLHI/VTRRXaHcn3I/AAAAAAAAtFw/VzX3JzDbHwk/s800/syouhi_koureika.png
http://4.bp.blogspot.com/-QyYHCel92vY/UrEiNDl1a-I/AAAAAAAAb9M/5AlqFw7KLBw/s800/kaigo_sougei.png


 

 

                      

 

 

       

 

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 

介護の資格を持ちながら介護の仕事をしてい

ない方、研修を受けて、もう一度介護の仕事に

もどりませんか。 
 

 認知症の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

よう見守ります。 

アロマの基礎知識やタッチケアを学び、在

宅での介護に取り入れてみませんか？ 

昼食をとりながら介護者同士でお話する時

間もあります。お気軽にご参加ください。 

http://2.bp.blogspot.com/-2PgVP0iOkHY/USNoKzJtQlI/AAAAAAAANSI/1xMd2jtWmPA/s1600/cafe_tea.png
http://2.bp.blogspot.com/-K5H756rqKnM/UzALOzjM8II/AAAAAAAAego/gAjv1CuXodA/s800/tabi_memo.png
http://4.bp.blogspot.com/-R5fd_pogAvk/VmFjdlOMvqI/AAAAAAAA1VA/W589zmXCPq8/s800/kaigo_family.png
http://3.bp.blogspot.com/-A7oDAMh9SKc/VkxMB5fNY8I/AAAAAAAA0s0/fCCDS5X2Gpg/s800/syousyuzai_spray.png
http://4.bp.blogspot.com/-WBR3UQo6-Bk/UW4WEqknafI/AAAAAAAAQqE/mUSqLmLdLeU/s1600/aroma_girl.png
http://1.bp.blogspot.com/-wqa7uTnP6v0/VSufO6KauWI/AAAAAAAAs4c/leH-H5gVK7A/s800/job_kaigoshi_woman.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

5 火 19：20～ 手話講座（入門課程） 1 けやき 19 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 3 けやき
12 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 2 けやき 26 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 4 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　　７月



 

 

   

  第330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 13：30～ 響きの会　勉強会・定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

いろえんぴつ　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 18 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 19 火 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

2 土 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

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

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～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 9：00～ どんぐり　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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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 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

9：30～ 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 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 24 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 25 月 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 8：30～ 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 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～ 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 9：30～ あさがお　活動日 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

11 月 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

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～ あゆみの会　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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 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

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

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

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

9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

13：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　学習会 けやき

随時

1 金

4 月

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

12 火

13 水

14 木

15 金

15 金

20 水

21 木

22 金

23 土

26 火

27 水

28 木

29 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



 

 

   

    

 

 

   

 

※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。 

廣 恵さん（川原町） 

お喋り大好きな５歳と人見知りでお兄ちゃん

大好きな２歳の息子がいます。 

私は子供が苦手だったのですが、息子が産ま

れてから苦手意識が変わりました。 

子供って面白い！いつでもどこでもママ大好

きアピール。こけて泣いても、抱っこで落ち着

きます。抱っこでギュッ！の威力は絶大です。 

長男との会話には驚くことがいっぱい！２歳

の時に四日市から菰野へ引っ越しの際にはトラ

ックの荷台を見ながら「おっきいばぁちゃんが

いる」と言ったり、次男を妊娠した時「ママ赤

ちゃんきたネ！」と。親戚一同「まさかねぇ」

と言っていたら、一週間後に妊娠発覚。 

曾祖父の家の納屋で突然、壁を指さし「あれ

誰？」と言ってみたり…。そんな長男は今では

一人や暗い所が苦手な子になりました。 

最近では、雲が何で出来ているか聞くと「水

と砂糖と豆で出来ているんだよ！わたあめは雲

を取って甘くなっているんだよ！」と話してく

れます。その時その時で返答が変わるので何度

聞いても面白いです。 

次男も２歳になり、早くも親離れ！？近所に

祖母が住んでおり一人で泊まりに行き、お昼頃

までママの事を忘れてしまう事もあります。ま

だ赤ちゃんだと思っていたのですが、早いもの

です。嬉しい反面、寂しくもあります。 

これから育児等で悩む事も多くあるとは思い

ますが、子供を通して今しかない面白い出来事

や発見をたくさん見つけられたらいいなと思っ

ています。 

 

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）

7/14(木)、27(水)

7/14(木)、28(木)

7/6(水)、20(水)

7/1(金)、20(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

7/13(水)、20(水)

5月24日 ボランティアグループあさがお様

100,000 円

25日 匿名 5,000 円

6月13日 福田雅文様（千草） 500,000 円

匿名 30,000 円

けやきフェスタ収益金をご寄付

6月5日 三重県左官業組合菰野支部様

10,000 円

8日 ボランティアグループけやき友の会様

20,000 円

わかば作業所へご寄付

6月7日 匿名 10,345 円

H28.6.1現在

町総人口 41,558 人 ( ↑ )

世帯数 15,884 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,348 人 ( ↑ )

高齢化率 24.9 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,905 人 ( ↓ )

年少人口率 14.2 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 589 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,902 人 ( ↓ )

H28.5.1現在

介護保険要介護認定者数 1,508 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
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http://2.bp.blogspot.com/-2EcCbdENJn0/VJ6XJGi5xyI/AAAAAAAAqGA/1sT-u5ISTLs/s800/sweets_wataame.png
http://3.bp.blogspot.com/-XgnDvPly1b8/UzALCr-O0MI/AAAAAAAAedE/T-FJtiMZs_c/s800/kumo_bg.png

