
 

 

  

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 ☆老人福祉センターの紹介 

☆介護実務者研修受講生募集 ☆みんなの運動サロン 

 

望月奈緒美さん（潤田） 
私たち親子は、地域の子育てサロンに通いはじめたことをきっか

けに、今は子育て関係のボランティアに参加しています。ボランテ

ィアといっても、奉仕する立場と言うわけでなく、活動を通してい

ろんな経験をし、成長させてもらったり、素敵な出会いにいつも感

謝、感動する日々です。 

「千種小学校 5 年生車いす体験授業」 ～車いすについて学んでみよう～ 
3 月 3 日、千種小学校 5 年生の児童らが車いすの押し方や扱い方を授業で学びました。車いす体験の

指導は障がい者の外出支援グループ「どんぐり」のボランティアが行い、車いすに乗っている方たちの

気持ちを伝え、実際に児童らに体験してもらいました。乗っている人が不安にならないように坂道では

しっかり車いすを支えながら押していました。 

 

乗っている人が不安にならないようしっかりと支えてあげてくださいね。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
  

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://www.irasutoya.com/2013/08/blog-post_5218.html
http://4.bp.blogspot.com/-_CkMLb4be-w/VahRyBk_C3I/AAAAAAAAvww/Avdte9rVFDQ/s800/sports_aquabics.png


 

 

 

 

 

 

                       

 

 

       

 

http://2.bp.blogspot.com/-AOWtFWRcS1c/WIW-RWvePWI/AAAAAAABBUA/goPgoeVoKtU3y6gjEn7Nhy4JTgnZhLzTgCLcB/s800/osyaberi_ojiisan.png
http://2.bp.blogspot.com/-lYVVqLIOxNk/VJ6XAvZ4VqI/AAAAAAAAqDk/-LqEVU9ijpY/s800/kaigo_kurumaisu.png
http://2.bp.blogspot.com/-PA6I82VcoNM/UyrZoAnY3oI/AAAAAAAAeWU/WkJ47NLnkYg/s800/fax.png


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「みんなの学校 」

 

「みんなの学校 」 

「みんなの学校」 

http://minna-

movie.com/ 



 

 

   

  
第339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 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

グルッポ・フィオーレ　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

いろえんぴつ　活動日 けやき 18 火 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

1 土 9：30～ 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

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ あさがお　活動日 けやき 10：00～ ともしびの会　活動日 けやき

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～ あさがお　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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 9：30～ どんぐり　活動日 現地

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 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 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

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）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 14：00～ 響きの会　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 10：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき

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

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき 23 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

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

10：00～ 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

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

9 日 未　定 たんぽぽの会　活動日 現地 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

10 月 9：30～ おもちゃ箱　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

11 火 9：30～ にこにこ（子育てサポート）定例会 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

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

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

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 27 木 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～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

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

9：00～ 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

9：00～ 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～ 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

13：30～ 響きの会　勉強会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき

19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

15 土 13：00～ ボランティア連絡協議会　総会 けやき

21 金

22 土

25 火

随　時

3 月

4 火

5 水

6 木

7 金

8 土

12 水

13 木

14 金

26 水

金28

17 月

19 水

20 木

●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。 

鈴木真里さん（田口新田） 

私は菰野地区出身ですが、中学生のときに四

日市市へ転校しました。結婚して夫の地元であ

る朝上地区で暮らすことになり、８年前に菰野

町に戻ってきました。 

娘が一人いるのですがとても人見知りが激し

く、私が近くにいないと同居の祖父母とも一緒

に過ごすことができないほどでした。生後４ヶ

月から子育てサロンに遊びに行くようになりま

したが、１歳になっても２歳になっても娘はな

かなかお友達と遊ぶことができずいつも私の膝

の上に座っていました。挨拶や返事もなかなか

できずよく泣いていましたが、サロンでは他の

ママさんたちが毎回やさしく声をかけてくれま

した。あきらめず通ううちにお友達にもなれ、少

しずつですが私と離れても遊べるようになって

いきました。３歳４ヶ月になった今ではたくさ

んのお友達ができ、４月からみんなと一緒に幼

稚園に入園することをとても楽しみにしていま

す。 

子育てサロンは子どもにとってもママにとっ

てもすごく素敵な場所だと思います。子どもた

ちは安全な場所でのびのび遊ぶことができ、マ

マたちはゆっくりおしゃべりを楽しむことがで

きます。私もたくさんの先輩ママさんたちにい

ろいろなことを教えてもらいました。入園前に

同じ園に通う同い年のお友達ができたことも、

人見知りの娘にとってはとても心強いことだと

思います。 

はじめて子育てサロンに行くときは少し勇気

がいるかもしれませんが、ぜひ遊びに行ってみ

てください。社会福祉協議会の養成講座を受講

したキーパーソンもいますし、みなさんが温か

く迎えてくれると思います。 

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

　4/7(金)、19(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　4/12(水)、19(水)

千　種

（あい・アイ）
　4/5(水)、19(水)

竹　永

（ふわふわ）

　4/13(木)、26(水）

　4/6(木)、20(木)

2月27日 匿名 20,000 円

H29.3.1現在

町総人口 41,761 人 ( ↑ )

世帯数 16,042 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,463 人 ( ↑ )

高齢化率 25.1 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,878 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 1,928 人 ( ↑ )

H29.2.1現在

介護保険要介護認定者数 1,488 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

