
 

 

  

 

☆障がい児者のキャンプ「しあわせキャンプ」 

☆ベビーマッサージ ☆一人親家庭「夏休みの宿題」 

 

「けやきフェスタ 2017」 ～今年のテーマは「ボランティアが好き！」～ 
６月４日、福祉と健康の啓発イベントである「けやきフェスタ」が保健福祉センターけやきで開催されまし

た。梅雨に入る前の晴天に恵まれ、会場へはたくさんの方々がご来場頂きました。 

高齢の方も、小さいお子さんも、障がいのある方もない方も、誰もが楽しく気軽に参加できるフェスタを目

指して各団体の皆さんと一緒に作りあげた福祉と健康のイベントです。エンディングでは、来場者と共にメッ

セージが書かれた風船を一斉に飛ばしました。 

松尾倫志さん（竹永小学校） 
今年のテーマのように、ぼくもボランティアがとても好きになり

ました。とてもいい経験ができてよかったです。 

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 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

障がいのある方とボランティアで過ごす 

１泊２日の野外キャンプです。 

キャンプファイヤーや飯盒炊飯なども行い 

ますので、ぜひご参加ください。 

 

朝上・竹永地域を中心に気軽に高齢者の介

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。 

アロマの基礎知識やタッチケアを学び、在

宅での介護に取り入れてみませんか？ 

 昼食をとりながら介護者同士でお話する時

間もあります。お気軽にご参加ください。 

 

http://3.bp.blogspot.com/-FCXrXo7IBBU/UZYlLyQSfyI/AAAAAAAATK4/sBzNRe1anvI/s800/suiei_syasei_camp_48.png
http://3.bp.blogspot.com/--dLcnqvkzSY/Vw5VkVwBeHI/AAAAAAAA5vk/iZC6VOFIeYgJfgUJqAcJTKZn55_hC4fkACLcB/s800/aroma_diffuser.png
http://2.bp.blogspot.com/-cVW-NTV1RE0/Vnzs2VnRyhI/AAAAAAAA2LA/1qFE6m3UxJ4/s800/kusuguru_baby.png


 

 

 

 

 

 

                       

 

 

       

http://1.bp.blogspot.com/-fCrHtwXvM6w/Vq89A_TvuzI/AAAAAAAA3kE/fLOFjPDSRn8/s800/fruit_slice10_orange.png
http://1.bp.blogspot.com/-LG-KyISUQ_A/U32NeM0t8vI/AAAAAAAAgvo/Uw2D2RsqpKw/s800/tea1.png


 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

4 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 25 けやき 25 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 復習2 けやき
11 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 26 けやき 31 月 10：00～ 中学生ワークキャンプ 1（菰野・八風中） みずほ寮

18 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 27 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　　７月
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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

1 土 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

2 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき

3 月 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～ つくしの会　活動日 現地 19：30～ 手話サークル　オレンジの会 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 18 火 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 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 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 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

9：30～ あさがお　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 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 8：45～ 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 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 9：30～ にこにこ（子育てサポート）活動日 けやき

14：00～ 響きの会　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

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｣　学習会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 14：00～ 響きの会　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～ 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

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 22 土 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 23 日 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

10 月 9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 25 火 8：30～ 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

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

8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

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

9：30～ ビアンカ　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

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 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 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

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

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

9：00～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

ボランティアグループ月間カレンダー７月予定表
菰野町ボランティアセンター発行

4 火

5 水

14 金

19 水

6 木

7 金

8 土

11 火

12 水

13 木

27 木

28 金

20 木

21 金

26 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、変更することがありますので、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)

鈴木里美さん（福村） 

我が家には３歳と６ヶ月の息子が 2 人いま

す。２年前に地元である静岡県から菰野町に引

っ越してきました。周りに知り合いもいなかっ

た為、引っ越してきたばかりの頃はこの町に馴

染めるか不安だらけでした。 

広報紙に記載されていた子育てサロンの情報

を見て、とりあえず行ってみようと、とても緊張

しながら行ったことを今でもよく覚えていま

す。長男もすでに１歳だったので、私自身もお母

さん達の輪の中に入れるか心配でしたが、子育

てキーパーソンの方が声をかけてくださった

り、同じ月齢の子を持つお母さんが話を聞いて

くれ、また次回も行きたい！と思いました。 

現在は長男が今年の４月から幼稚園に通い始

め、６ヶ月の次男とゆっくり参加させてもらっ

ています。長男は赤ちゃん返りと慣れない幼稚

園生活への不安感が重なり夜泣きやわがままが

増え、一方次男もまだまだよく泣く時期だった

ので、ちょっとしたことでついイライラしてし

まうことがありました。そんな時に長男から「マ

マ笑って」と悲しそうな顔で言われ、ただ私自身

の心に余裕が無かっただけで、子供にまで悲し

い思いをさせてしまったと本当に申し訳ない気

持ちになりました。それからは自分自身に余裕

を持たせるよう気分転換にお散歩をしたり、ま

だ幼い次男を連れて子育てサロンへ参加し、息

抜きをさせてもらっています。 

子育てに関してこれからも色んな悩みなどが

出てくるとは思いますが、全て自分で抱え込ま

ず、家族や友人に相談したり息抜きをさせても

らいながら、子育てに励んでいきたいと思いま

す。 

 

（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。 

5月26日 匿名 10,000 円

6月  7日 菰野きらら山草会様 28,364 円

4日 収集ボランティア

すたんぷ様　　　アルミ製車いす1台　　　

5月25日 匿名 23,000 円

6月  4日 三重県左官業組合

菰野支部様 5,000 円

6日 ボランティアグループ

けやき友の会様 10,000 円

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 

 

H29.6.1現在

町総人口 41,787 人 ( ↑ )

世帯数 16,144 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,521 人 ( ↑ )

高齢化率 25.2 ％ ( → )

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 586 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,935 人 ( ↑ )

H29.5.1現在

介護保険要介護認定者数 1,484 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! 

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

　7/7(金)、19(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　7/5(水)、19(水)

千　種

（あい・アイ）
　7/5(水)、19(水)

竹　永

（ふわふわ）

　7/13(木)、26(水）

   7/6(木)、20(木)

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp

