
 

 

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 

  

 

社会福祉協議会では、毎年、身近な地域で起こっている困りごとをお伺いし、それらを将来的にどのように解決

すればよいのかを話し合うために、各地区で福祉懇談会を開催しています。今年もどのようなことにどのような方

たちが困っているのかを地域の皆さんからお出し頂きました。懇談会で伺った情報やアイディアをもとに、地域福

祉事業へ活かしていきたいと思います。 

 

「地区福祉懇談会」 ～地域の福祉課題の掘り起こし～ 

鶴田 稔さん(地蔵)  

歳を取ったら田舎暮らし･･･と、定年後、菰野町に移り住みました。無

機物を相手に菜園稼業の毎日、味気ない生活が気になりかけていた頃、

神社等の奉仕活動に参加を勧められ、地域の皆さんとの交流の輪ができ

始めました。今では、老人会活動を通じ、地域の皆さんとのつながりを

大切に、グラウンドゴルフ等で健康維持に努めております。 

 

☆菰野町ファミリー・サポート・センター 

☆福祉相談窓口 ☆ベビーマッサージ 



 

 

   

 

                      

  



 

 

 

 

                        

 

 

     

 

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
http://2.bp.blogspot.com/-cVW-NTV1RE0/Vnzs2VnRyhI/AAAAAAAA2LA/1qFE6m3UxJ4/s800/kusuguru_baby.png


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
2月19日（月）
14：30～16：30

災害ボランティアと災害ボランティアセン
ター

2
2月22日（木）
14：30～16：30

被災とは
～被災してから復旧できるまで～

3
3月  7日（水）
14：30～16：30

「コマッタ」を「支援」に繋ぐには

4
3月 9日（金）
9：30～12：00

災害ボランティアセンターマニュアルとボラ
ンティア保険

5
3月13日（火）
14：30～17：30

災害ボランティアセンター訓練



 

 

  

第348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

6 土 9：30～ かっこう　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

7 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

8 月 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 9：30～ にこにこ　活動日 けやき

9 火 9：30～ にこにこ　定例会 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　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 13：00～ かっこう　学習会 けやき

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 14：00～ 響きの会　自主勉強会 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 19：30～ オレンジの会　定例会 けやき

9：00～ 千寿会　活動日 けやき 23 火 9：30～ あさがお　活動日 けやき

9：30～ どんぐり　定例会 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 9：30～ あさがお　活動日 けやき

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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

14：00～ 響きの会　定例会 けやき 9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター

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 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～ 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 9：00～ 「旬」おやじの料理を楽しむ会　活動日 けやき

10：00～ 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

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 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 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

16 火 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

9：30～ こもの菊　定例会 町民センター 27 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

9：30～ つくしの会　活動日 現地 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

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 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

9：30～ どんぐり　活動日 やすらぎ荘

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１月予定表
　　　菰野町ボランティアセンター発行

10 水

11 木

12 金

13 土

15 月

17 水

18 木

19 金

24 水

25 木

26 金

28 日

31 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)

 

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。 

金子桃子さん（中菰野） 

私には４才の娘と２才の息子がいます。結婚

して菰野町民になり、地元から離れ、周りにほ

とんど知り合いがいない中での子育てとなりま

した。初めての子育てで、特に娘に関してはち

ょっとした事で不安になり、どう関わればいい

のか時にはイライラして、つい厳しくしてしま

い反省する事もありました。どこかに行っても

自らグループに入っていく勇気がなく、それが

苦になり出不精になってしまいました。 

２年前の春、健診帰りに久しぶりに寄った子

育て支援センターで、あるママさんが「仲良く

なってくれませんか？」と声を掛けてくれまし

た。それを機に、今まで参加する勇気がなかっ

た子育てサロンヤッホーやにこにこサロンに誘

ってもらい参加する事ができました。最初は緊

張していましたが、そのうち気軽に話せる友達

ができました。思うようにいかないと手が出て

しまったりする娘に悩まされていましたが、み

んなもいろんな悩みを持ちながら子育てしてい

る事を知りました。悩んでいるのは自分だけで

ないとわかり、気持ちが楽になりました。 

大変な事も多いのですが、子ども達が笑って

いる姿をみると、とても幸せな気持ちになりま

す。私も笑顔でいられるように悩みを抱え込ま

ず相談し、娘や息子と一緒に成長していけたら

いいなと思っています。 

 

H29.12.1現在

町総人口 41,812 人 ( ↓ )

世帯数 16,205 世帯 ( ↓ )

65歳以上人口 10,598 人 ( ↑ )

高齢化率 25.3 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,856 人 ( ↑ )

年少人口率 14.0 ％ ( ↓ )

一人暮らし高齢者数 595 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,960 人 ( ↑ )

H29.11.1現在

介護保険要介護認定者数 1,520 人 ( → )

（ ）内矢印は、先月比

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

　1/5(金)、17(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　1/10(水)、17(水)

千　種

（あい・アイ）
　1/17(水)

竹　永

（ふわふわ）

　1/11(木)、24(水)

   1/11(木)、18(木)

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。 

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! 

11月17日 菰野町水土里の郷の会　池底支部様

20日 湯の山介護老人保健施設様 50,000 円

24日 匿名 10,000 円

12月1日 故伊藤治子様

8日 菰野ライオンズクラブ様 66,000 円

菰野町わかば作業所へ

12月5日 匿名 10,351 円

もち米30㎏

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

