
 

 

子育てサロンは、気軽に親子が交流できるつどいの場所です。子育てをしている皆さんの仲間づくりとリフレ

ッシュを目的に開催しています。季節によって色々なイベントも楽しんでいますので、是非お出かけください。 

※スケジュールは本紙の裏面に掲載しています。 

 

「子育てサロン 節分で豆まき」 ～お子さんと一緒に遊びに来てください～ 

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 

  

 

大橋千春さん(菰野西保育園 園長)  

菰野西保育園では、世代間交流を大切にした保育の柱の一つにしていま

す。私も《ばあば》になって思うのですが、小さな子どもの一挙手一投足は

かわいいもので、「元気」をもらえます。また、子どもたちが話しかけてい

くと、お年寄りは寄り添って話を聞いてくれます。自分を受け止めてくれる

大人がいることが、自己肯定感につながり自分に自信をもつことにつながり

ます。人間関係が希薄になってきている今だからこそ、地域の子どもたちが

いる保育園が、地域に開かれた場となっていくことが大切だと思っていま

す。園庭には２基のベンチが置かれています。散歩がてら園によって、ベン

チに腰を掛け、おしゃべりをしたり、子どもの遊ぶ様子を眺めたりできる『憩

いの場』としての空間を用意しています。（通行手形を発行しますよ。）この

地域の多くの方々に足を運んでいただければと思っています。 

 

業でお餅をついてお一人暮らしの皆さんげにお配りしました。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

 
☆ベビーマッサージ ☆みんなの運動サロン 

☆いきいきサロン研修 タッピングタッチ講座 

 



 

 

   

 

                      

  

と　き ところ

朝上コミセン

鵜川原コミセン

3/8(木)、22(木)

3/1(木)、15(木）、29(木）

http://4.bp.blogspot.com/-ODfTFPfRXNM/UnXnMw0HYHI/AAAAAAAAaJ0/U6fP0-cHeOA/s800/kaden_CD_DVD.png


 

 

 

 

   

 

                       

 

       

      

 

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
http://1.bp.blogspot.com/-6HT7iIJ1Xs8/VGX8hLBmrOI/AAAAAAAApIA/W_dTS-CzgNA/s800/fruit_momo.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aプラン Bプラン

基本タイプ ３５０円 ５１０円

天災タイプ ５００円 ７１０円

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

1 木 13：30～ みんなのふくし塾 1 けやき 10：00～ みんなのふくし塾 3 現地
6 火 13：30～ みんなのふくし塾 2 けやき 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 5 けやき
7 水 14：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 3 けやき 15 木 9：00～ みんなのふくし塾 4（オプショナルプログラム） 現地

9：30～ 災害ボランティアコーディネーター養成講座 4 けやき 22 木 13：30～ みんなのふくし塾 5 けやき
9：30～ 菰野町ファミリーサポート会員講習会 4 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　　３月

9 金

13 火



 

 

   

  

第350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

9：30～ どんぐり　定例会 けやき 9：00～ けやき友の会　定例会 けやき

9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所 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 19 月 9：00～ 千寿会　活動日 けやき

8：00～ センター給食　活動日 けやき 8：00～ センター給食　活動日 けやき

9：30～ あさがお　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～ つくしの会　活動日 現地

9：30～ あさがお　活動日 けやき 9：30～ こもの菊　定例会 町民センター

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

9：30～ にこにこ　定例会 けやき 22 木 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 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 14：00～ 響きの会　活動日 けやき

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

10：00～ ともしびの会　活動日 けやき 19：30～ オレンジの会　定例会 けやき

19：30～ 手の会（夜の部）　定例会 けやき 24 土 19：00～ すたんぷ　活動日 けやき

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

9：00～ 千寿会　活動日 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 13：00～ フォー・クローバー　活動日 竹永コミセン

10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 けやき 8：30～ 鵜の里会　活動日 鵜川原コミセン

13：00～ 響きの会　自主勉強会 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 8：30～ ひまわりの会　活動日 菰野コミセン

19：30～ オレンジの会　定例会 けやき 9：30～ ビアンカ　活動日 わかば作業所

10：00～ すたんぷ　活動日 けやき 13：00～ 真菰の会　定例会 朝上コミセン

14：00～ おもちゃ診療所　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 29 木 9：30～ あゆみの会　活動日 わかば作業所

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　 けやき

9：30～ おもちゃ箱　活動日 けやき 10：00～ 手の会（昼の部）　定例会 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

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

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～ 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
15 木

30 金

25 日

26 月

28 水

20 火

21 水

23 金

12 月

13 火

14 水

8 木

9 金

10 土

5 月

6 火

7 水

ボランティアグループ月間カレンダー３月予定表
　　　菰野町ボランティアセンター発行

1 木

2 金

16 金

●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。 

服部歩美さん（潤田）  

我が家には 3 歳の長男と８ヶ月になる次男が

います。長男が産まれた頃は、慣れない子育て

で 1 日があっという間に過ぎていました。チャ

イルドシートやベビーカーに乗るのが嫌いな子

だったので、２人だけで外出するのが億劫に感

じ、家の中で１日過ごす事もよくありました。 

そんな私が子育てサロンに参加するようにな

ったのは長男が１歳半の頃です。長男は人懐こ

い性格で、他のママさんに自分から遊んでもら

いにいくので、それをきっかけに人見知りの性

格の私も他のママさん達と話す事ができ、すぐ

にサロンにも馴染む事ができました。子どもを

遊ばせてあげたいと参加したのですが、私も先

輩ママさん達に育児の悩みを聞いてもらったり

と、親子共々サロンに行くのが楽しみになりま

した。当初はおもちゃの取り合いをしていた長

男も、昨年我が家に次男が産まれお兄ちゃんに

なり、最近はサロンでも小さい子に優しくでき

るようになりました。また、お友達と一緒にご

っこ遊びもできるようになってきたりと、毎回

少しずつ成長していく姿が見られるのも嬉しい

です。長男は 4 月から幼稚園に通うので、今度

は園でいろんな事を経験しながら楽しく毎日過

ごしてほしいと思います。 

育児は大変だなと思う事は多々ありますが、

それ以上に子どもが与えてくれる日々の喜びや

人との新しい出会いがたくさんあって、子ども

の持つパワーには驚かされ、そして助けられて

います。これからも子ども達と一緒に私も、母

としてもっと成長していきたいと思います。 

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! 

1月22日 煌星俳句会　

けやき句会様 10,000 円

菰野町わかば作業所へ

2月8日 あゆみの会様 130,000 円

1 月 23 日、鵜川原

小学校５年生の皆さ

んからもち米をご寄

付頂きました。 

お一人暮らしの方へ

の見守りお弁当に活

用させて頂きます。

H30.2.1現在

町総人口 41,794 人 ( ↓ )

世帯数 16,224 世帯 ( ↑ )

65歳以上人口 10,621 人 ( ↑ )

高齢化率 25.4 ％ ( → )

年少人口（14才以下） 5,847 人 ( ↓ )

年少人口率 14.0 ％ ( → )

一人暮らし高齢者数 594 人 ( ↑ )

障害者手帳保持者数 1,957 人 ( ↑ )

H30.1.1現在

介護保険要介護認定者数 1,534 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

　3/2(金)、14(水)
菰   野

(ヤッホー）

鵜川原

（うきうき）

朝　上

（きら☆きら）

　3/7(水)、14(水)

千　種

（あい・アイ）
　3/7(水)、14(水)

竹　永

（ふわふわ）

　3/8(木)、28(水)

   3/1(木)、15(木)

mailto:komono-f@m2.cty-net.ne.jp
http://1.bp.blogspot.com/-6HT7iIJ1Xs8/VGX8hLBmrOI/AAAAAAAApIA/W_dTS-CzgNA/s800/fruit_momo.png

