
 

 

  

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 

  

 

 

☆初心者向けヨガ教室（後期）☆けやき歩行浴利用更新手続き 

 ☆ベビーマッサージ ☆シニア生き生きチャレンジ教室 

高校生ボランティアスクール  ～子育てサロンで子どもたちの水遊びをサポート～ 

 夏休みを利用したボランティアスクールには、毎年、たくさんの小中学生や高校生が参加をしてくれます。 

町内の福祉現場で、色々な人と交流し、自分たちの心の中に福祉の芽を育てます。 

高校生ボランティアスクールでは、子育てサロンの他に保育園でも実習を行い、参加者の学生からは自分

の将来を考える上で学びの多い時間になったという感想を聞くことができました。 

 森 敏夫さん（下村） 

介護の実体験と「お元気サポーター」としての介護予防講座

で得た知識をもとに、自分自身が今できることに頑張り、少し

でも社会に還元できたらと思う今日この頃です。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

老人福祉センターでは、 

高齢者の健康増進・教養の

向上のために、ヨガ教室を

開催しています。どうぞご

参加ください！ 

 

 



 

 

                      

 

 

       

 

 

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。 

「物忘れがひどくなった」「ぼんやりしてい

ることが多くなった」など気になることはあり

ませんか？認知症の個別相談会を開催していま

すので、お気軽にご相談ください。

http://2.bp.blogspot.com/-2PgVP0iOkHY/USNoKzJtQlI/AAAAAAAANSI/1xMd2jtWmPA/s1600/cafe_tea.png
http://1.bp.blogspot.com/-X8el1Rpi2aQ/UrEgGWNpkHI/AAAAAAAAb3o/u5nfPCU29SI/s800/roujin_sagashimono_woman.png
http://4.bp.blogspot.com/-saBVoiCVZUw/UYmsom-Y30I/AAAAAAAARXI/p55k0PmM_qI/s800/fufu_roujin.png
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1267qth6d/EXP=1470729200;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0wxSGpnRExTejNFQzlrWGkxX1JjUlBsTzFXT2pVYkV6WmJBRW95TXBUdUIzVzBqNGtPOU8yV1Jyb3pRBHADNDRPWjQ0T1Q0NE84NDRPZTQ0T0Q0NEsxNDRPODQ0SzRJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**http:/www.fumira.jp/cut/baby/img/massage_soft.gif
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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 月 10：00～ ママとパパのための防災教室 けやき 15 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 3 けやき
6 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 9 けやき 20 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 11 けやき
8 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 2 朝上コミセン 27 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 12 けやき
13 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 10 けやき 29 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 4 朝上コミセン

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
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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～ けやき友の会　定例会 けやき

グルッポ・フィオーレ　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

いろえんぴつ　活動日 けやき 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 13：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　学習会 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 13：30～ 響きの会　勉強会・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

14：00～ 響きの会　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 19 月 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 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

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

9：00～ 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

13：00～ あゆみの会　活動日 町民センター 9：30～ ビアンカ　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～ 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

9：30～ つくしの会　活動日 現地 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　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 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 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 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　自主勉強会 けやき 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

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 29 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

10：00～ すたんぷ　活動日 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～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

8：30～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ どんぐり　活動日 現地

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

26 月

28 水

30 金

23 金

24 土

25 日

16 金

20 火

21 水

12 月

14 水

15 木

8 木

9 金

10 土

5 月

6 火

7 水

随　時

1 木

2 金

3 土

●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。 

内田泰子さん (小島) 

慎重派の３才の姉に、とにかく行動派の妹。

姉妹とはいえ、こんなにも性格が違うのかと驚

きながら２人の娘の子育てをしています。 

主人の実家のある菰野町に引っ越してきて１

年が経ちました。引っ越ししてきたばかりの頃

はまだ次女が生まれておらず、長女に早く友達

をつくってあげたいと思い、子育てサロンに行

くようになりました。初めの頃、長女は私の近

くで一人で遊んでいましたが、今では「今日は

○○ちゃん、おるかなぁ」と、お友達に会える

のを楽しみにサロンに行っています。お友達と

楽しそうな姿を見てサロンに来て良かったと思

います。私自身も同じで、お喋りしているのは

日頃の悩みから他愛もないことまで様々ですが、

これが私の息抜きになっています。 

主人の両親と同居しているので毎日助けても

らっていますが、娘たちに家事の途中で何回も

呼ばれて一日の予定が思うように進んでいかな

いことにイライラしてしまうこともあります。

私のイライラが伝わってしまっているようで

「ギュってして」と長女が甘えてくることが多

くなりました。娘たちの寝顔を見て「今日はご

めんね」と反省する日もあります。 

来年の４月から仕事復帰するので、娘たちと

ゆっくり過ごすことができるのもあと少しです。

育児休暇の残り数カ月を大切に娘たちと笑顔で

過ごしたいと思います。 

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）

9/8(木)、28(水)

9/1(木)、15(木)

9/7(水)、21(水)

9/2(金)、21(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

9/1(木)､14(水)､21(水)

H28.8.1現在

町総人口 41,634 人 ( ↑ )

世帯数 15,926 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,393 人 ( ↑ )

高齢化率 25.0 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,893 人 ( ↓ )

年少人口率 14.2 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 595 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,907 人 ( ↓ )

H28.7.1現在

介護保険要介護認定者数 1,532 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

7月15日 「旬」おやじの料理を楽しむ会様

24,053 円

20日 匿名 300,000 円

28日 匿名 10,000 円

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://4.bp.blogspot.com/-ODfTFPfRXNM/UnXnMw0HYHI/AAAAAAAAaJ0/U6fP0-cHeOA/s800/kaden_CD_DVD.png
http://1.bp.blogspot.com/-yodOg8nWI8M/VZSNfYrAGLI/AAAAAAAAuv8/xbKfcc1zkrk/s800/roujin_dokkyo.png
http://4.bp.blogspot.com/-nEqkeRDkH10/U2l5UjUjDJI/AAAAAAAAfzU/FGxW95c424s/s800/hahako_girl.png

