
 

 

  

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 

  

 

 

☆介護職員初任者研修（通学コース）受講生募集 

☆健康づくりリハビリセミナー☆地域包括支援センター出張相談 

千種孝汰さん（八風中学校）～みずほ寮での福祉施設体験活動に参加～ 

みずほ寮での体験で感じたことは、笑顔で接すれば気持ちが伝わ

って自然とみんなが笑顔になり、「ありがとう」という言葉がたく

さん生まれるということです。２日間、とてもやりがいがあったの

で、来年も一人でも多くの人にこのような機会があれば参加して欲

しいです。 

あいふぇすたイン菰野 ～第７６回三重県視覚障害者福祉大会～ 

「あいふぇすた」は、県内の視覚障がい当事者と支援者、福祉関係者の方々が集まって、視覚障がいへの理

解、相互の親睦と交流を深めるために毎年、県内各地で開催されています。今年は、菰野町町民センターにお

いて開催され、菰野町ボランティア連絡協議会をはじめ多くのボランティアの皆さまのご協力により、県内の

視覚障がい者の皆さまを安心してお招きすることができました。 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

高齢社会の進展にともなって、高齢者や障が 

いがある人の介護ニーズはますます高まってお

り、その介護を支える福祉人材を社会は求めて

います。 

そこで、本研修では福祉や介護に関する基礎 

的な技術や知識、福祉現場での実践方法などを

学び、福祉現場で働く基礎資格である「介護職

員初任者研修課程」（旧ホームヘルパー2 級）の

取得を目指します。多くの方のご参加を心より

お待ちしております。 

地域の高齢者や医療福祉関係者に、転倒

予防、介護予防に対する運動療法について

の具体的な実技方法や新しい情報をお伝え

します。 

日程 曜日 時間 日程 曜日 時間

1月11日 水 9:20～17:00 2月13日 月 9:00～16:00

1月13日 金 9:00～16:00 2月15日 水 9:00～16:00

1月16日 月 9:00～16:00 2月22日 水 9:00～16:00

1月18日 水 9:00～16:00 2月24日 金 9:00～16:00

1月23日 月 9:00～16:00 2月27日 月 9:00～15:00

1月25日 水 9:00～16:00 3月6日 月 9:00～16:00

1月27日 金 9:00～16:00 3月8日 水 9:00～16:00

1月30日 月 9:00～16:00 3月10日 金 9:00～16:00

2月3日 金 9:00～16:00 3月13日 月 9:00～16:00

2月6日 月 9:00～16:00 3月22日 水 9:00～16:00

2月8日 水 9:00～17:00 3月24日 金 9:00～10:00

2月10日 金 9:00～16:00 3月29日 水 9:00～10:00



 

 

                       

 

 

       

 

 

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？毎月、認知症の個別相談会を開催し

ています。申込不要ですのでお気軽にご相談く

ださい。

町内の北部地域にお住まいの方々を中心に、

気軽に高齢者の介護や生活に関する相談をして

いただけるよう、出張相談を行います。 

実母が認知症で、上手く声

かけができず喧嘩になって困っているとき、認

知症サポーターさんの体験も含めてアドバイ

スいただきました。」 

献血にご協力お願いします！ 

 

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
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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

1 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 17 けやき 17 木 9：30～ 子育てキーパーソン養成講座 3 けやき
2 水 10：00～ 子育てキーパーソン養成講座 1 けやき 22 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 20 けやき
8 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 18 けやき 24 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 10 けやき
10 木 10：00～ 子育てキーパーソン養成講座 2 けやき 28 月 10：00～ 子育てキーパーソン養成講座 4 けやき
15 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 19 けやき 29 火 19：30～ 手話講座（入門課程） 21 けやき
17 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 9 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　　１１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 17 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

グルッポ・フィオーレ　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

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

1 火 9：30～ つくしの会　活動日 現地 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 13：30～ 響きの会　勉強会・定例会 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

3 木 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

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

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

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

7 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 13：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　学習会 けやき

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 9：30～ あさがお　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

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 8：30～ どんぐり　活動日 現地

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 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 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 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

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 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

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

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 19：00～ 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 28 月 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

13 日 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

14 月 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

随　時

2 水

4 金

8 火

9 水

10 木

11 金

12 土

16 水

18 金

21 月

22 火

26 土

30 水

23 水

24 木

25 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。 

時任 あゆみ (潤田) 

菰野町に住んで６年になり、もう少しで２才

になる男の子がいます。最近は走り回ったり、

救急車やバスを見ると口に出して言うようにな

りました。 

日頃の生活で、子どもはいろんな事をみてい

るなぁと感じることがよくあります。洗濯機の

ボタンを押し、棚にある洗剤を指差し、次は柔

軟剤と教えてくれるようになったり、オムツを

自分でゴミ箱に捨てに行ったりと、出来た喜び

を感じたことはよく手伝ってくれます。 

月に２回の子育てサロンへ行き、おもいっき

り遊んで元気いっぱい過ごしています。サロン

へ行くきっかけとなったのは、ハッピーベビー

６ヶ月に参加した時、絵本を読んでくれたブッ

クスタートのボランティアさんに教えてもらっ

たからです。それまでは同じ地区のママさんと

知り合う機会がなかったのですが、気さくに話

をしてくださる方が多く、今では幼稚園の話も

聞けて園庭解放にも行くことができました。 

サロンには６ヶ月から参加しているので、ゴ

ロゴロしている頃からハイハイへと成長し、初

めて歩いた時、見ていたママさんが一緒に喜ん

でくれ、とても嬉しかったです。同級生のママ

にも知り合い、月齢による成長の相談や日々の

出来事、心配ごとも聞いてもらっています。 

また、七夕・クリスマス・節分等の季節行事

や絵本を読んでもらったりと毎月楽しんでいま

す。近頃は新たに赤ちゃんとママとの出会いも

あり嬉しい限りです。お互いの子どもの成長を

楽しみ、これからも育児に励みたいと思います。 

 

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）

11/10(木)、30(水)

11/17(木)、24(木)

11/2(水)、16(水)

11/4(金)、16(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

11/9(水)､16(水)

9月14日 匿名 13,000 円

吉田様（下村） 100,000 円

匿名 31,377 円

15日 大羽根園婦人会様

いきいきサロンバザー収益より

9,970 円

10月3日 第19回オール千種親睦ゴルフ大会様

34,136 円

H28.10.1現在

町総人口 41,673 人 ( ↑ )

世帯数 15,947 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,423 人 ( ↑ )

高齢化率 25.0 ％ ( ↓ )

年少人口（14才以下） 5,885 人 ( ↓ )

年少人口率 14.1 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 589 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,924 人 ( ↑ )

H28.9.1現在

介護保険要介護認定者数 1,517 人 ( ↓ )

（ ）内矢印は、先月比

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/-0Dm1PGyPr8o/U2LulXhcTvI/AAAAAAAAftM/o84bGDm9cyE/s800/yomikikase.png

