
 

 

共同募金の歳末助け合い事業で、毎年、民生委員児童委員らがお餅をつき、のし餅にして、70 歳以上のお一

人暮らし高齢者に届けて頂いています。昨年末は 552 戸ものお宅に「良いお年を」のメッセージと共にのし餅

を持って訪問頂きました。ご協力頂きました民生委員児童委員の皆さま、ありがとうございました。 

 

「年末にお一人暮らしのお宅へのし餅をお届け」 ～菰野町民生委員児童委員協議会～ 

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 

  

 

川嶋 義孝さん(地蔵) 菰野町民生委員児童委員協議会高齢者福祉部会長 

昨年末、共同募金の歳末助け合い事業でお餅をついてお一人暮らしの

皆さんにお配りしました。皆さん、心待ちにして頂いていて、「美味しか

ったよ」等と声をかけて頂くと、大変な作業ではありましたが張り合い

を感じます。お餅を喉に詰まらすなどの事故がおきぬかと心配していま

すが、お配りする際に「小さく切って食べてくださいね」と一声かけて

います。お一人暮らしの皆さんが気持ちよく新年を迎えられるように、

継続していけたらなと思っています。 

 
☆介護者のつどい   ☆みんなの運動サロン 

☆認知症サポーター養成講座 ☆介護保険出張相談会 

 



 

 

   

 

                      

  

      



 

 

 

 

  

 

                       

 

       

       

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


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回 日　時 内　容 講　師・ところ

1
３月　１日（木）

13：30～15：30

【オリエンテーション・講義】

～地域で生き生きと暮らすために①～

　ボランティア活動、地域でできる貢献活動

　について

高田短期大学

蒔田勝義氏

[集団検診室]

2
３月　６日（火）

13：30～15：30

【講義・体験】

～障がいを理解し、共に支え合う社会へ～

　障がいスポーツ体験（視覚障がい卓球）

エンジョイ！

SSピンポンクラブ

[けやきホール]

3
３月１３日（火）

10：00～12：00

【講義・体験】

～地域で生き生きと暮らすために②～

　地域で支え合う活動について（地域の茶の

　間参加見学、他）

地域の茶の間

安田順子氏

[現 地]

☆

4

３月１５日（木）

9：00～15：30

【オプショナルプログラム】

ボランティア活動体験

～実際にボランティアを体験しませんか？～

※社会福祉協議会職員

　が同行します

　　　   [現 地]

5
３月２２日（木）

13：30～15：30

【講義・クロージング】

～地域で支え合うために～

　 これからのミライについて

菰野町社会福祉協議会

[集団検診室]

☆第4講のボランティア活動体験は、希望される方のみです。

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

14 水 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 1 けやき 22 木 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 2 けやき
19 月 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 1 けやき 28 水 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 3 けやき
21 水 9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 2 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　　２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

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　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～ 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～ オレンジの会　定例会 けやき 19：30～ オルゴール　定例会 けやき

3 土 9：30～ かっこう　活動日 けやき 19：30～ オレンジの会　定例会 けやき

4 日 19：30～ たんぽぽの会　定例会 けやき 9：00～ 千寿会　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～ おもちゃ箱　活動日 けやき

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～ つくしの会　活動日 現地 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 9：30～ つくしの会　活動日 現地

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

9：30～ にこにこ　定例会 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 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

9：30～ あさがお　活動日 けやき 22 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

10：00～ ともしびの会　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

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～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン 14：00～ 響きの会　活動日 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

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 24 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

14：00～ 響きの会　自主勉強会 けやき 8：30～ あじさいの会　活動日 竹永コミセン

19：30～ オルゴール　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～ オレンジの会　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 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　活動日 けやき 9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン

8：30～ あじさいの会　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

9：00～ 花しょうぶの会　活動日 農環センター 9：30～ ビアンカ　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 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

9：00～ さくらの会　活動日 朝上コミセン 19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき

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

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

11：00～ どんぐり　活動日 現地

ボランティアグループ月間カレンダー２月予定表
　　　菰野町ボランティアセンター発行

1 木

2 金

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

10 土

12 月

13 火

14 水

15 木

16 金

19 月

20 火

21 水

28 水

23 金

25 日

26 月

●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。 

長江富由美さん（田光）  

我が家には４歳の娘と２歳の息子がいます。 

娘は生後４ヶ月から体重が思うように増えず、

ピヨピヨ広場などで保健師さんや栄養士さんに

相談していました。いろんな提案をしてもら

い、授乳や離乳食の与え方を変えてみてもなか

なか体重は増えず、焦りと不安でいっぱいでした。 

娘が１歳になった頃、近くに住む先輩ママさ

んに「子育てサロンに来てみたら？」と誘って

もらいました。子育てサロンの存在は知ってい

ましたが、１歳になるまでは『まだ参加するの

は早いかな』と思っていました。 

でも、子育てサロンに行ってみると、赤ちゃ

んから入園前の子供達がたくさん来ていまし

た。初めての参加の時でもお母さん達は気軽に

話しかけてくれ、何度か参加するうちに育児の

大変さを共有したり、悩みを相談したりできる

ようになりました。 

参加しているお母さん達と話してみて思った

のは、子育てで悩みのない人はいないし、一人

で抱え込まず、たくさんの経験談を聞くことで

不安な気持ちが少なくなる、ということでし

た。それまでは体重を増やす方法ばかり探して

いましたが、娘のペースで成長していけば良い

んだなと思えるようになり、気持ちが楽になり

ました。 

子育ては大変なことも多いですが、子育てサ

ロンでお母さん達と話していると『私もまた頑

張ろう』と心強くなります。 

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! 

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

　2/2(金)、21(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　2/7(水)、21(水)

千　種

（あい・アイ）
　2/7(水)、21(水)

竹　永

（ふわふわ）

　2/8(木)、28(水)

   2/1(木)、15(木)

H30.1.1現在

町総人口 41,800 人 ( ↓ )

世帯数 16,211 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,615 人 ( ↑ )

高齢化率 25.4 ％ ( ↑ )

年少人口（14才以下） 5,857 人 ( ↑ )

年少人口率 14.0 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 593 人 ( ↓ )

障害者手帳保持者数 1,952 人 ( ↓ )

H29.12.1現在

介護保険要介護認定者数 1,533 人 ( ↑ )

（ ）内矢印は、先月比

12月13日 匿名

14日 匿名 300,000 円

匿名 10,000 円

18日 匿名 10,000 円

故・智様 100,000 円

19日 匿名 10,000 円

27日 匿名 30,000 円

1月9日 匿名 20,000 円

匿名 31,064 円

12日 ㈱コモノ・アスレチック運営様

93,874 円

菰野町わかば作業所へ

12月11日 匿名 10,000 円

もち米21㎏

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

