
 

 

  

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 

  

 

 

☆潤田の支え合う地域づくり「安楽寺」 

☆家族で一緒に読み遊びライブ ☆ベビーマッサージ 

 

萩 和佳さん（菰野町消防署） 

消防学校を卒業し、社会福祉協議会で 10 日間の研修を行いまし

た。この研修で学んだことは、人と人との生業です。多くの方々と

接することで人の繋がりを学びました。この研修で学んだ多くのこ

とを活かし、地域住民の皆さんのために消防業務を全うしていきま

す。 

「菰野中学校総合学習」 ～車いすにのってみよう。車いすをおしてみよう。～ 
２月 9 日、菰野中学校と保健福祉センターけやきで、菰野中学校 1 年生が福祉体験をしました。車い

す介助、点字、要約筆記、サウンドーテーブルテニス（視覚障がい者の卓球）と高齢者の疑似体験、認

知症サポーター養成講座を受講するグループに分かれて、地域のボランティアや障がいをお持ちの方々

からの指導のもと、高齢者や障がい者、そして福祉への理解を深める機会となりました。 



 

 

                         

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/SIG=1267qth6d/EXP=1470729200;_ylc=X3IDMgRmc3QDMARpZHgDMARvaWQDQU5kOUdjU0wxSGpnRExTejNFQzlrWGkxX1JjUlBsTzFXT2pVYkV6WmJBRW95TXBUdUIzVzBqNGtPOU8yV1Jyb3pRBHADNDRPWjQ0T1Q0NE84NDRPZTQ0T0Q0NEsxNDRPODQ0SzRJT09DcE9PRHFlT0N1ZU9EaUEtLQRwb3MDMgRzZWMDc2h3BHNsawNyaQ--/**http:/www.fumira.jp/cut/baby/img/massage_soft.gif


 

 

                       

 

 

       

 

 

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。 

http://3.bp.blogspot.com/-YVqb0s-UA_k/V7kyU2eUSYI/AAAAAAAA9Mk/1mTv6WcQzsASCJPpx1Q_AoHyaXEm3OmKgCLcB/s800/sport_walking_oldwoman_cap.png
http://4.bp.blogspot.com/-35eFu1yHzdM/U00KCojp-TI/AAAAAAAAfM8/87VJ-zzV1i4/s800/ehon_girl.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 水 10：00～ はじめての点字体験講座1 けやき 10 金 13：30～ みんなのふくし塾 2 けやき
4 土 13：30～ 菰野町ボランティアセンター交流会 けやき 15 水 10：00～ はじめての点字体験講座3 けやき
7 火 13：30～ みんなのふくし塾 1 けやき 16 木 13：30～ みんなのふくし塾 3 けやき
8 水 10：00～ はじめての点字体験講座2 けやき 23 木 10：00～ みんなのふくし塾 4 けやき
10 金 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 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　　３月

Ａタイプ Ｂタイプ

基本タイプ ３５０円 ５１０円

天災タイプ
（基本タイプ＋地
震・噴火・津波）

５００円 ７１０円



 

 
  

第338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 8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

いろえんぴつ　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

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 13：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　学習会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 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 20 月 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

8：00～ センター給食ボランティア　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～ あさがお　活動日 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 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

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～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：30～ あさがお　活動日 けやき

9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 13：00～ 響きの会　活動日 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 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～ 手話サークル　オレンジの会 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

9：00～ 千寿会　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 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　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｣　定例会 けやき

13：30～ 響きの会　勉強会 けやき 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 28 火 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 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 30 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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～ おもちゃ箱　活動日 けやき 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 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

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

未　定 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 日

29 水

31 金

23 木

24 金

25 土

17 金

21 火

22 水

13 月

15 水

16 木

10 金

11 土

12 日

7 火

8 水

9 木

随　時

1 水

2 木

3 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。 

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

3/3(金)、15(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

3/2(木)、8(水)、15(水)

千　種

（あい・アイ）
3/1(水)、15(水)

竹　永

（ふわふわ）

3/9(木)、22(水）

3/2(木)、16(木)

1月20日 ㈱コモノ・アスレチック運営様

67,000 円

わかば作業所へ

2月2日 あゆみの会様 150,000 円

林 裕香さん（竹成） 

私は今、４才１０ヶ月と１才６ヶ月の男の子

を育てています。お互いの事が好きで、毎日一緒

に遊んでいます。特に長男は弟の事が大好きで、

次男が産まれた時は隣で一緒に寝ないと気が済

みませんでした。その時、長男がとびひだったの

で、すぐ次男にも感染してしまいとても大変で

した。 

一番驚いたのは、寝不足が続いた私が夜中に

次男が泣いている事に気付くのが遅く、すぐに

飛び起きたとき、既に長男が次男のお腹を優し

くトントンしていたことです。 

最近だと、次男が悪いことをして私が怒って

いると、長男が「怒らないであげて！代わりにあ

やまるから。ごめんなさい。」と言ってきました。

その時の私は罪悪感でいっぱいです。 

次男も長男の事が好きなのですが、すぐ長男

のおもちゃを取ったり、顔を叩いたりして泣か

すので、長男が不憫でなりません。でも、すぐお

もちゃを返したり、顔をヨシヨシしてくれるの

で、１才にしてはすばらしいなと思います。 

こんな健気な長男と、やりたい放題の次男を

いつまでも見守り、良き理解者としてあり続け

ていきたいです。 

H29.2.1現在

町総人口 41,756 人 ( ↑ )

世帯数 16,011 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,453 人 ( ↑ )

高齢化率 25.0 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,901 人 ( ↑ )

年少人口率 14.1 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 580 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,926 人 ( ↑ )

H29.1.1現在

介護保険要介護認定者数 1,510 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

