
 

 

  

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 

  

 

 

☆けやきフェスタ ☆一般会計予算 ☆嘱託職員募集 

☆介護支援専門員実務者研修受講試験対策学習会 

佐々木 宏昭さん（中菰野） 
私が、地域の老人クラブに入会して 9 年。単位クラブの役員をさ

せていただき、町、地区の各種行事に参加して、自分の健康保持・

地域奉仕作業で人と人とのふれ合いとつながりを大切にしながら、

地域での生きがいを見つけて、活動していきたいと考えています。 

「菰野町ボランティアセンター交流会」 ～伝えることでもっと楽しく！伝え方のワークショップ～ 

3 月４日、菰野町ボランティアセンターに所属するボランティア同士の交流を行いました。 

「伝える」をテーマにワークショップを行い、自分たちの得意なことを書いたオリジナル名刺で自己紹

介をしました。後半には、それぞれのグループで開催予定の発表会・催しなどの宣伝タイムもあり、まさ

しくボランティア団体の皆さんが「伝え合う」、そんな素晴らしい機会となりました。 
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8:33 10:03 ① 福王山バス停 13:57 15:17

8:36 10:06 ② 田光バス停 13:54 15:14

8:38 10:08 ③ 江平バス停 13:52 15:12

8:40 10:10 ④ 杉谷バス停 13:50 15:10

8:42 10:12 ⑤ 尾高口バス停 13:48 15:08

8:43 10:13 ⑥ 草里野バス停 13:47 15:07

8:44 10:14 ⑦ 奥郷バス停 13:46 15:06

9:45 10:15 ⑧ 福松バス停 13:45 15:05

9:48 10:18 ⑨ ゴルフ場北口（前坂橋） 13:42 15:02

9:51 10:21 ⑩ 江野ミズタニ保養所東 13:39 14:59

9:54 10:24 ⑪ 片倉バス停 13:36 14:56

9:56 10:26 ⑫ 大羽根園駅バス停 13:34 14:54

9:57 10:27 ⑬ 菰野ふるさと館前 13:33 14:53

9:00 10:30 ⑭ けやき 13:30 14:50

8:04 9:34 ① 田口新田旧ハッピー前 14:26 15:46

8:13 9:43 ② 小島作業所 14:17 15:37

8:16 9:46 ③ 小島八風橋西 14:14 15:34

8:23 9:53 ④ ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ菰野永井店前 14:07 15:27

8:28 9:58 ⑤ 竹成バス停 14:02 15:22

8:31 10:01 ⑥ 竹成野中バス停 13:59 15:19

8:32 10:02 ⑦ 池底バス停 13:58 15:18

8:34 10:04 ⑧ 松山バス停 13:56 15:16

8:37 10:07 ⑨ 諏訪内田工業所前 13:53 15:13

8:39 10:09 ⑩ 川北公園前 13:51 15:11

8:41 10:11 ⑪ 川北商会 13:49 15:09

8:45 10:15 ⑫ 下村バス停 13:45 15:05

8:51 10:21 ⑬ 福村カワイ理容前 13:39 14:59

8:54 10:24 ⑭ 菰野中学校前 13:36 14:56

8:56 10:26 ⑮ 第三銀行前 13:34 14:54

9:00 10:30 ⑯ けやき 13:30 14:50

発車時間(行き) 発車時間(帰り)

発車時間(行き) 発車時間(帰り)

バ　ス　乗　り　場

バ　ス　乗　り　場

人件費支出 420,935

事業費支出 120,251

事務費支出 29,695

就労支援事業支出 9,012

固定資産取得支出 4,500

積立資産支出 3,100

その他の支出 24,619

単位：千円

介護保険事業収入 212,918

受託金収入 103,380

障害福祉サービス等事業収入 94,161

経常経費補助金収入 86,933

事業収入 65,769

前期末支払資金残高 16,272

就労支援事業収入 9,012

医療事業収入 5,885

共同募金配分金収入 4,983

寄付金収入 3,100

その他の収入 1,899

基金積立資産取崩収入※ 7,800

単位：千円

 

～基本理念～ 

みんなで支え合い、誰もが

地域で安心して心豊かに

暮らすことができる福祉

のまちづくり 

  

お電話 

ください！ 

※皆さまから頂戴したご寄付の積立金を 

地域福祉事業に活用させて頂いています。 

http://3.bp.blogspot.com/-isqGsljbwEA/UZYlFnRuIJI/AAAAAAAATJc/W1uc_8ec_nc/s800/juken_goukaku_ema.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

9 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 19 けやき 23 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 21 けやき
16 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 20 けやき 30 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 22 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　　５月



 

 

 

  

第340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

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 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 9：30～ どんぐり　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～ つくしの会　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～ あさがお　活動日 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ あゆみの会　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

3 水 9：30～ あさがお　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

4 木 14：00～ 響きの会　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

6 土 9：30～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　活動日 けやき 14：00～ 響きの会　定例会 けやき

7 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 22 月 9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき

9 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

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 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～ どんぐり　定例会 けやき 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

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

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 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 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン 27 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

9：00～ 要約筆記サークル｢かっこう｣　定例会 けやき 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

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

9：00～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

16 火 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

随　時

1 月

2 火

8 月

10 水

11 木

12 金

13 土

15 月

17 水

18 木

19 金

28 日

31 水

24 水

25 木

26 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



 

 

    

 

 

   

 

 

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

　5/17(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　5/10(水)、17(水)

千　種

（あい・アイ）
　5/17(水)

竹　永

（ふわふわ）

　5/11(木)、24(水）

   5/11(木)、18(木)

H29.4.1現在

町総人口 41,803 人 ( ↑ )

世帯数 16,089 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,502 人 ( ↑ )

高齢化率 25.1 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,892 人 ( ↑ )

年少人口率 14.1 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 586 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,909 人 ( ↓ )

H29.3.1現在

介護保険要介護認定者数 1,495 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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。 

伊藤加奈子さん（福

村） 

私には３歳の男の子と 11 ヶ月の女の子がいま

す。私は愛知県出身なのですが、結婚当初は石

川県で暮らし、息子が生後６ヶ月の時に主人の

転勤で菰野町へやって来ました。 

石川県では雪道運転やインフルエンザの感染

を恐れ、地域の子育てコミュニティにほとんど

参加していませんでした。まだ話せない息子と

家に２人でいると、社会から取り残されている

ように感じたり、泣き止まない息子を前に心細

くて一緒に泣いたこともありました。今思えば

１人で頑張ろうとしすぎていたのかもしれませ

ん。 

その反省から菰野町へ来てからは積極的に外

へ出るようになりました。地域の子育てサロン

「ヤッホー」では、スタッフの方がとても優し

く声をかけて下さり、子どもを伸び伸びと遊ば

せることができました。また、次第に子育ての

悩みを話せる友達もでき、「悩んでいるのは自分

だけじゃないんだ。」と心が軽くなりました。 

息子が２歳になる頃の、世に言うイヤイヤ期

は本当に大変な毎日でした。子どもにイライラ

してしまったり、子育てに自信が持てず悩んだ

りの連続でした。それでも乗り越えることがで

きたのは、友達に悩みを打ち明けたり、主人に

子どもを見てもらってリフレッシュの時間を作

ったり、両親を頼ったりすることで１人で抱え

こまず周りに助けてもらったからだと思いま

す。 

菰野町には子育てに役立つ場がたくさんあり

ます。私のように他県から引っ越して来た方も

1 人で頑張ろうとせず、ぜひ色々な場へ足を運

んでみて下さいね♪ 

 

3月16日 ユニー㈱　”小さな善意で大きな

愛の輪”運動　ピアゴ菰野店様

52,145 円

24日 匿名 100,000 円

27日 岡村 安子様（菰野） 50,000 円

匿名 1,100 円

4月5日 匿名 4,000 円

平井 滿様（福村） 100,000 円

北住昌文様（潤田） 150,000 円

10日 昭和23年千種小学校卒業同窓会様

2,360 円

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://1.bp.blogspot.com/-w8gI8k6fFIk/VoziVQYovII/AAAAAAAA2ts/-RZo3xbY4ao/s800/kinen_syashin_panel.png

