
 

 

 

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 

  

 

中村いとさん(庄部)  

母子父子寡婦福祉会に入会させていただいています。母子部の活動（夏

休み、冬休みの勉強会）に参加したり、けやきフェスタに焼きそば店の

出店、又、手芸サークルではエコタワシや毛糸編みをしています。そし

て、年 1 回の研修旅行も行かせてもらっています。会員皆さまが協力を

し、賑やかに人と人とのふれあいを大切にしていきたいと思っています。 

 

10 月 31 日（火）ハロウィンの日に毎年恒例となった「Se Piace（セ・ピアーチェ）」による音楽会を開催し、

たくさんの親子連れが音楽を楽しみました。今年は、大型絵本の物語と音楽を合わせた読み聞かせに、大人も子ど

ももその世界に引き込まれ、身体を動かしたり、親子で触れ合ったりしながら、ゆったりとした時間を過ごしてい

ただくことができました。 

 

「親子で楽しむハロウィン音楽会」 ～音楽の中で親子の楽しい時間を過ごす～ 

☆けやきカラオケ発表会  ☆初めての水中歩行教室 

☆高齢者 SOS ネットワーク☆母子父子寡婦福祉会「書き初め会」 



 

 

 

 

 

       

今年もけやきカラオケ発表会が

開催されます。日頃の練習の成果を

発揮して、明るく楽しく発表会を盛

り上げてください。 

     

http://1.bp.blogspot.com/-ruiGaMwS2J0/ViipYffx6vI/AAAAAAAAz3A/_91MQPvMZ4o/s800/karaoke_otoshiyori.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。 

 

認知症の徘徊などで行方が分からなくなった

高齢者を、いち早く捜し出すために、地域のネ

ットワーク（地域の力）で早期に発見できるよ

う見守ります。 

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

1 金 13：30～ 音訳ボランティア養成講座 6 けやき 12 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 39 けやき
4 月 13：30～ 地域サポーター養成講座 4 けやき 14 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 10 けやき
7 木 9：30～ お元気サポーター養成講座 9 鵜コミセン 19 火 19：00～ 手話奉仕員養成講座 40 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　　１２月



 

 

  

第347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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

13：30～ 響きの会　活動日（講座） けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 9：30～ にこにこ　活動日 けやき

19：30～ オレンジの会　定例会 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき

2 土 9：30～ かっこう　活動日 けやき 13：00～ かっこう　学習会 けやき

3 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

4 月 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

8：00～ センター給食ボランティア　活動日 けやき 18 月 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

9：30～ つくしの会　活動日 現地 19 火 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 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

9：30～ にこにこ　定例会 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

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～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 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 21 木 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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　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～ オレンジの会　定例会 けやき

8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 23 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

10：00～ 手の会（昼の部）　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

19：30～ オルゴール　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

19：30～ オレンジの会　定例会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

11：00～ 響きの会　特別例会 現地 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

10 日 未　定 たんぽぽの会　活動日 やすらぎ荘 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

11 月 9：30～ おもちゃ箱　活動日 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～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

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

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
14 木

13 水

12 火

8 金

15 金

20 水

26 火

7 木

25 月

9 土

27 水

22 金

ボランティアグループ月間カレンダー１２月予定表
菰野町ボランティアセンター発行

1 金

5 火

6 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)

内田夕紀さん（大強原） 

私には５才ともうすぐ３才になる娘がいま

す。長女を妊娠した時、産後の事が不安でし

た。結婚前に母を亡くしているため、産後は１

人でやっていけるのかと悩みました。 

でも、義父母に妊娠の報告をした時に、悩ん

でいたことを打ち消す言葉をかけてもらい、と

ても嬉しかったです。初めての出産と育児で悩

む事もありましたが、相談相手がすぐ近くにい

て、とても心強かったです。子育ての悩みやた

わいのない話をする地元の友人がいるので、わ

ざわざ子どもの友達を作ろうとは考えず、今ま

での自分の交友関係で満足していました。 

長女が入園する前に同じ学年の友達が出来れ

ばいいなと思い、幼児教室に通いました。少し

ずつ慣れて友達も出来、一緒に手をつないで走

りまわる姿を見て成長を感じました。私も園の

事を色々と教えてもらい、育児相談をする友達

も出来ました。おかげで長女は入園初日から泣

かずに喜んで通っています。 

次女には早く同じ学年の友達を作ってあげた

いと思い、１才半から幼児教室へ。そして長女

の友達のお母さんに声を掛けてもらい、子育て

サロンにも通い始めました。最初は子ども同士

で遊ぶ事もなかったのですが、今では大好きな

友達の名前を叫んで元気に走りまわっていま

す。こんな楽しい場所にどうして長女の時にも

参加しなかったのかと思います。 

子育ては思い通りにいかなくてイライラする

事もありますが、子育てサロンを上手に利用す

れば楽しい息抜き時間を作る事もできます。２

人の娘と一緒に成長して、これからも楽しい子

育てを心掛けたいです。 

 

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。 

H29.11.1現在

町総人口 41,850 人 ( ↑ )

世帯数 16,208 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,586 人 ( ↑ )

高齢化率 25.3 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,882 人 ( ↑ )

年少人口率 14.1 ％ ( ↑ )

一人暮らし高齢者数 597 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,950 人 ( → )

H29.10.1現在

介護保険要介護認定者数 1,520 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

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） 

 

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

★クリスマス会

　12/1(金)、20(水)★
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　12/6(水)★、20(水)

千　種

（あい・アイ）
　12/6(水)、20(水)★

竹　永

（ふわふわ）

　12/14(木)、18(月)★

   12/7(木)、21(木)★

10月5日 匿名  　　　サウナマットとバスタオル

18日 匿名 100,000 円

11月6日 山麓会様 1,981 円

S様 30,000 円

10日 大羽根園自治会様慈善バザー売上金より

15,860 円

http://3.bp.blogspot.com/-GCKpHvUQ5K0/UYzZa6ZVyhI/AAAAAAAAR5o/K4XeD3K1ia4/s800/joyanokane.png
mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp

