
 

 

  

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 

  

 

 

☆菰野町ファミリー・サポート・センター 

☆地域サポーター養成講座  

伊藤善弘さん（中菰野） 

今まで民生委員児童委員をさせて頂き、給食サービス、歳末助け

合いの餅配りなど、お一人暮らし高齢者の訪問でお互いが真心こ

もった挨拶ができました。そして、見守りを兼ねた担当地区の巡回

で出会う人の声かけに親しみがわき、地域での人と人との繋がり

が本当に大切であると考え、今後も声かけを続けていきたいと思

っています。 

「あじさいの会 県知事表彰受賞」 ～竹永地区ふれあい弁当ボランティア～ 
１１月１７日、給食ボランティアグループ「あじさいの会」が県知事よりボランティア功労表彰を受

けました。あじさいの会は、竹永地区でお一人暮らし高齢者にお弁当を作り届けながら、高齢者を見守

る地域ネットワーク活動を２０年以上続けています。これからも地域住民によるお互いさまの精神で、

地域のつながりを温かく支え続けてください。また、この活動に興味のある方は社会福祉協議会までご

連絡下さい。 



 

 

   

 

                      

  

申込不要ですのでお気軽にご相談ください。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。 



 

 

                       

 

 

      

  

 

 

 

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。 

http://4.bp.blogspot.com/-EDad2Q2dMF8/UzKmt6uhw4I/AAAAAAAAeno/rFWEqgqK4-g/s800/kossetsu_obaasan.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

26 木 10：00～ 地域サポーター養成講座 1 けやき 31 火 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 1 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　　１月

1
1月31日（火）
14：30～17：00

講義「災害時のボランティア活動と
　　　災害ボランティアセンター」

2
2月  2日（木）
14：30～17：00

講義・演習
「災害ボランティアセンターの運営①
こんなときどうする？ボランティアセンター」

3
2月  7日（火）
14：30～17：00

講義・演習
「災害ボランティアセンターの運営②
こんなときどうする？ボランティアセンター」

4
2月14日（火）
9：30～12：00

講義「災害ボランティアセンター
　　　　マニュアルとボランティア保険」

5
2月16日（木）
14：30～17：30

災害ボランティアセンター訓練
「災害ボランティアセンターの運営実践」



 

 

  

第336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 9：30～ つくしの会　活動日 現地

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

いろえんぴつ　活動日 けやき 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

5 木 9：30～ どんぐり　定例会 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　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 9：15～ どんぐり　活動日 やすらぎ荘

10：00～ 手の会（昼の部）　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 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～ けやき友の会　定例会 けやき

7 土 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　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

8 日 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

9 月 9：30～ おもちゃ箱　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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 14：00～ 響きの会　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～ 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

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 24 火 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 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

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

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 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

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 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～ 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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　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 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

15 日 9：30～ あさがお　活動日 けやき 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

9：00～ 千寿会　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～ こもの菊　定例会 町民センター 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき

17 火 9：30～ あさがお　活動日 けやき

26 木

27 金

28 土

16 月

18 水

19 木

20 金

25 水

12 木

13 金

14 土

随　時

6 金

10 火

11 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。 

稲垣あずささん（永井） 

私には小学３年生の娘と３才の娘がいます。 

次女はお姉ちゃんのことが大好きです。長女が

「だだいま！」と学校から帰ってくると嬉しそう

な顔をして「おかえり！いっしょにあそぼ！」と

言います。そんな誘いに長女は学校の宿題や友達

と遊ぶ約束をしている時は「ダメ！今は遊べな

い！」と言って断る時があり、さすがに次女は寂

しい顔をします。 

しかし、長女も宿題を頑張って早く終わらせ

て、おやつを食べたりと一緒に過ごす時間をつく

ってくれます。 

長女は学校から帰ってくると、その日にあった

出来事を私に色々と話してくれます。すると、次

女もどんなふうに過ごしたか話し始めるのです

が、長女は話の途中で話しかけられるし、次女も

長女がちゃんと話を聞いてくれないので、２人で

ケンカが始まってしまいます。 

４月にいよいよ次女が幼稚園に入園します。長

女が入園したときは毎朝泣いてなかなか教室に

入ることができず、いつになったら「バイバイ」

してくれるんだろうと思っていました。でも、い

つしか友達ができ、笑顔で幼稚園のことを話して

くれるようになりました。そんな長女も早いもの

で 4 月から４年生です。「幼稚園１人で行くよ」

と頼もしいことを言う次女。どんなふうに過ごす

のか、今から楽しみでなりません。 

また、娘２人と一緒に今日の出来事など女子ト

ークに花を咲かせたいです。 

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

1/6(金)、18(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

1/11(水)､18(水)

千　種

（あい・アイ）
1/18(水)

竹　永

（ふわふわ）

1/12(木)、25(水）

1/5(木)、19(木)

H28.12.1現在

町総人口 41,710 人 ( ↓ )

世帯数 15,975 世帯 ( ↓ )

65歳以上人口 10,433 人 ( ↓ )

高齢化率 25.0 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,900 人 ( ↓ )

年少人口率 14.1 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 587 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,926 人 ( ↓ )

H28.11.1現在

介護保険要介護認定者数 1,512 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

11月21日 菰野町水土里の郷の会　

池底支部様   もち米30kg

25日 福田良二様（千草） 113,000 円

12月1日 ８０才の親睦会様（残金）

1,133 円

2日 匿名 30,000 円

6日 匿名 10,000 円

ボランティアグループ

あじさいの会様 18,718 円

7日 匿名 10,000 円

匿名 200,000 円

5日 匿名 10,358 円

8日 谷口順一様（津市） 20,000 円

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://4.bp.blogspot.com/-ODfTFPfRXNM/UnXnMw0HYHI/AAAAAAAAaJ0/U6fP0-cHeOA/s800/kaden_CD_DVD.png

