
 

 

 

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 

  

 

鈴木 大貴さん(八風中学校)～みずほ寮での福祉施設体験活動に参加～ 

福祉施設での体験で「人とのコミュニケーション」の大切さがわ

かりました。利用者さんとお話ししたり、ふれあうことで、自分も

相手も笑顔になりました。今回、２日間貴重な体験をさせてもらい、

これからこの体験をいかして、思いやりをもって人に接していける

人になりたいと思いました。 

7 月 27 日、夏休みに小学生がバリアフリーや障がい者に対する理解を深めるため、福祉体験教室を行いま

した。33 名の小学生が参加し、障がい者支援ボランティアの指導を受けながら、実際に車いすに乗ったり、

押したりを体験し、車いすに乗っている方の気持ちを理解しようとする感想が寄せられました。また、点訳ボ

ランティアに基礎的な点字の打ち方を教わり、自分の名前を打ったしおりを作りました。 

「小学生夏休み福祉体験教室」 ～点字の打ち方や車椅子の取り扱いなどを体験～ 

 

☆初心者向けヨガ教室 ☆ベビーマッサージ 

☆みんなの運動サロン ☆けやき歩行浴更新 



 

 

 

 

 

       老人福祉センターでは、 

高齢者の健康増進・教養の

向上のために、ヨガ教室を

開催しています。どうぞご

参加ください！ 

http://2.bp.blogspot.com/-cVW-NTV1RE0/Vnzs2VnRyhI/AAAAAAAA2LA/1qFE6m3UxJ4/s800/kusuguru_baby.png
http://free-illustrations-ls01.gatag.net/thum02/gi01a201502030000.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-73omeYECGyo/Ugsrohhl5OI/AAAAAAAAXHM/wDovLB4HoBI/s800/kurumaisu_blue.png


 

 

 

 

 

 

                       

 

 

       

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。 

 

http://1.bp.blogspot.com/-LG-KyISUQ_A/U32NeM0t8vI/AAAAAAAAgvo/Uw2D2RsqpKw/s800/tea1.png
http://4.bp.blogspot.com/-saBVoiCVZUw/UYmsom-Y30I/AAAAAAAARXI/p55k0PmM_qI/s800/fufu_roujin.png
http://1.bp.blogspot.com/-fCrHtwXvM6w/Vq89A_TvuzI/AAAAAAAA3kE/fLOFjPDSRn8/s800/fruit_slice10_orange.png


 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

5 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 30 けやき 19 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 32 けやき
7 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 3 けやき 21 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 4 鵜コミセン

12 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 31 けやき 26 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 33 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　　９月

http：//www.f-shakyo.net/2017forum.html
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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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 9：00～ 千寿会　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～ オレンジの会　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

2 土 9：00～ かっこう　活動日 けやき 9：30～ つくしの会　活動日 現地

3 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

4 月 9：30～ あさがお　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

9：30～ つくしの会　活動日 現地 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

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～ にこにこ　定例会 けやき 10：30～ どんぐり　活動日 やすらぎ荘

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 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 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

9：30～ あさがお　活動日 けやき 19：30～ オレンジの会　定例会 けやき

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 23 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 24 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

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

9：30～ 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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 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 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

19：30～ オレンジの会　定例会 けやき 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

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

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～ 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

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

13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン 19：30～ オルゴール　定例会 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～ 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

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

9：30～ にこにこ　活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

13：00～ かっこう　学習会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき

19：30～ オレンジの会　定例会 けやき

19 火

11 月

6 水

22 金

28 木

ボランティアグループ月間カレンダー９月予定表
菰野町ボランティアセンター発行

1 金

5 火

20 水

21 木

13 水

14 木

15 金

29 金

25 月

26 火

27 水

7 木

8 金

9 土

●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)

 

北住 千恵さん（潤田） 

４年前、私の全ては 180 度変わりました。そ

れまでは出不精な上に、子どもが苦手だったの

で「ママ友なんて夢のまた夢」とひとごとの様

に思っていました。娘を授かると我が子の可愛

さおもしろさにすっかり夢中になりました。け

れど引っ越して来たばかりで、赤ちゃんを連れ

て一人出歩く先も知らない為、毎日家の中で娘

と２人で過ごしていました。半年経った頃、思

い切って千種の子育てサロン「あい・アイ」に

出掛けてみると、歳の近いお母さん達に出会

い、色々な話をすることができました。その後

は子育て支援センターや子育てサロン「にこに

こ」等に出掛けたり、子育てキーパーソン養成

講座を受講したりする様になり、お母さん仲間

や何でも話せる友人もできました。不思議と今

では苦手だった子どもも好きになり、周りの子

と関わるのも楽しくなりました。 

４歳と１歳になった娘たちは幸いにも大病す

ることなく、よく食べよく寝てよく遊び、元気

いっぱいに成長してくれています。幼稚園に通

う長女はひょうきん者だけど、友達を大切にす

る子です。生後２ヶ月の頃からあちらこちら連

れて行かれていた次女は、丈夫であまり物怖じ

しない子になりました。私は夫や近くに住む夫

の両親のサポートのおかげで、楽しく子育てが

できて今とても充実しています。この４年はあ

っという間でした。子育ては大変なことも多い

けど、今しかない一日一日を大切にしながら子

ども達と一緒に成長していきたいです。 

H29.8.1現在

町総人口 41,766 人 ( ↓ )

世帯数 16,163 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,527 人 ( ↑ )

高齢化率 25.2 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,855 人 ( ↓ )

年少人口率 14.0 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 589 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,946 人 ( → )

H29.7.1現在

介護保険要介護認定者数 1,496 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

8月1日 コモノ・フィットネスクラブ

22周年記念チャリティーじゃん・じゃん

パーティー参加者一同様 45,597 円

7月18日 匿名 100,000 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 

 

（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。 

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

農村センター

　9/1(金)、20(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　9/6(水)、20(水)

千　種

（あい・アイ）
　9/6(水)、20(水)

竹　永

（ふわふわ）

　9/14(木)、27(水）

   9/7(木)、21(木)

http://4.bp.blogspot.com/-ODfTFPfRXNM/UnXnMw0HYHI/AAAAAAAAaJ0/U6fP0-cHeOA/s800/kaden_CD_DVD.png
mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp

