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☆みんなの運動サロン ☆在宅介護者のつどい 

☆ベビーマッサージ  ☆認知症家族の集い  

嶋影 通さん（川原町） 

私、この度、菰野町民生委員児童委員協議会の会長を仰せつかり

ました。私たち 77 名の委員は行政委嘱ボランティアとして各々の

担当地区の福祉課題のアンテナ役・情報の提供と関係機関への紹

介役等の活動を行って参ります。何よりも地域の皆様と共に安心

安全な暮らしのお手伝いが出来たら幸いです。より身近な存在の

民生児童委員として笑顔でまた皆様のお宅へお邪魔します。 

「みんなの運動サロンスタート！」 ～みんなでいつまでも元気でいよう～ 
１月１２日、朝上地区コミュニティセンターで介護予防運動を月 2 回行う「みんなの運動サロン」が

スタートしました。介護予防運動ボランティアである「お元気サポーター」が運動サロンをサポートし

ます。いつまでも地域で元気に暮らしていけるように、サロンに参加して運動習慣を身につけましょう。 

詳しくは、中面をご覧下さい。 
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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。

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。 
 認知症を理解し、認知症の人や家族を見守る

サポーターを養成する講座です。 
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こんな方にオススメです♪  

日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所 日 曜日 時　間 活　動　内　容 場 所

2 木 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 2 けやき 14 火 10：00～ 地域サポーター養成講座 3 けやき
10：00～ 地域サポーター養成講座 2 けやき 16 木 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 5 けやき
14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 3 けやき 20 月 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 2 けやき

10 金 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 1 けやき 28 火 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 3 けやき
14 火 9：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 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　　２月

7 火

日　時 内　容

３月  １日（水）
10：00～12：00

【講義】
点字をおぼえよう①

３月  ８日（水）
10：00～12：00

【講義・体験】
点字をおぼえよう②

３月１５日（水）
10：00～12：30
　　　　　（予定）

【交流・体験】
サウンドテーブルテニス
体験、他

回 日　時 内　容 講　師

1
３月　７日（火）
13：30～15：30

【オリエンテーション】
【講義】
～自分のまちでできること～
ボランティア活動、地域でできる
貢献活動について

高田短期大学
蒔田勝義氏

2
３月１０日（金）
13：30～15：30

【講義】
～自分のまちのふくし
について～
菰野町の福祉について

菰野町地域包括
支援センター

3
３月１６日（木）
13：30～15：30

【講義】
～寄り添い聴くことから始まる
地域貢献～
傾聴ボランティア入門

産業カウンセラー
丸山悟氏

4
３月２３日（木）
10：00～15：00

【実践】
傾聴体験
【講義・クロージング】
地域貢献活動について
まとめ・共有

菰野町社会福祉
協議会
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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 9：30～ 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 10：15～ どんぐり　活動日 現地

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

9：30～ ビアンカ　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～ ともしびの会　活動日 けやき 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 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 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

9：30～ あゆみの会　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

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 11：00～ 響きの会　特別例会 けやき

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 未　定 たんぽぽの会　活動日 現地

10：00～ 手の会（昼の部）　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

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～ こもの菊　定例会 町民センター

4 土 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 9：30～ あさがお　活動日 けやき

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 9：30～ あゆみの会　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 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 23 木 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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 13：00～ 響きの会　活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

13：30～ 響きの会　勉強会 けやき 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 28 火 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

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

随　時

1 水

2 木

3 金

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

12 日

13 月

15 水

16 木

17 金

19 日

20 月

21 火

22 水

24 金

25 土

26 日

●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



 

 

  

    

 

 

   

 

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

2/3(金)、15(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

2/2(木)、8(水)、15(水)

千　種

（あい・アイ）
2/1(水)、15(水)

竹　永

（ふわふわ）

2/9(木)、22(水）

2/2(木)、16(木)

※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。 

飛松一恵さん（潤田） 

私には３才と９ヶ月の２人の息子がいます。長

男は家では甘えん坊で、外に行くと自分の好きな

物を見つけては、一直線に向かって行きます。次

男は自由な行動派です。 

長男は２才半頃まで言葉がほとんど出ません

でした。個人差はあるし、男の子は遅いよ～と周

りからも言われていたので、そうなのかなと思い

つつも、いつになったら喋るのかなと不安もあり

ました。 

次男の出産が長男の２才半の頃で、２カ月だけ

保育園に預けることにしました。預けたのをきっ

かけに周りに刺激されたのか言葉が少しずつ出

るようになり、今ではたくさん喋るようになりま

した。「かあちゃんでんわー」「げんちゃんうんち

したー」など私が気付いていない時は教えてくれ

るようになりました。 

次男は長男のすることを良く見ているからな

のか「寝返り」「ハイハイ」「つかまり立ち」など、

もうするの？！とこちらが驚いてしまうほど早

くて、子どもの成長は凄いなぁと思う日々です。 

嬉しい反面成長するにつれて長男に怒ること

も増えました。自分に余裕がないときはどうして

もイライラしてしまい、口調がキツくなってしま

います。自分の子育てはこれでいいのかと悩むこ

とも多いのですが、子育てサロンに行った時に他

のお母さんたちと話すことでアドバイスをもら

ったり、いろんな情報交換が出来るのですごく助

かっています。 

これからも子育てに悩んだり戸惑ったりとバ

タバタな日々を過ごしそうですが、子ども達の笑

顔を見ると癒されるので頑張れます。どんどん成

長していく子どもと一緒に自分も親として成長

していけたらなと思っています。 

12月12日 鵜川原小学校５年生の皆さん

  もち米6kg

15日 匿名 10,000 円

1月6日 匿名 20,000 円

12日 ㈱湯の山スポーツクラブ様

50,000 円

H29.1.1現在

町総人口 41,731 人 ( ↑ )

世帯数 15,986 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,435 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 585 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,920 人 ( ↓ )

H28.12.1現在

介護保険要介護認定者数 1,517 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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

2/3(金)、15(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

2/2(木)、8(水)、15(水)

千　種

（あい・アイ）
2/1(水)、15(水)

竹　永

（ふわふわ）

2/9(木)、22(水）

2/2(木)、16(木)
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