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子育て家庭を応
援します！

子育て支援センター
　いなべ市社協が運営している子育て支援センター はっぴい・はあと。市内に5ヵ所ある「子育て支援
センター」は、子育て相談や情報提供、親子が一緒に遊び、たくさんの友だちと交流できる場所です。

　普段は、子育て中のご家族ならどなたでも遊べますが、毎月0歳、1歳のお子さんを対象にした「0
歳デー」、「1歳デー」なども開催しています。

「おで
かけG

O号」で

　出前
ひろば

に向か
います

。

★利用できる方 …… ご家庭で子育て中の0歳から就園前のお子さんとご家族の方
★利用料 …………… 無料です。
★お問い合わせ …… 子育て支援センター はっぴい・はあと　☎78-0246

0歳デー・1歳デー0歳デー・1歳デー0歳デー・1歳デー
　いろいろな事情で子育て支援センターを利用できない方のために、地域の公民館や集会所などを借り
て、「出前ひろば」を開催しています。

出前ひろば出前ひろば出前ひろば



　季節遅れの積雪で寒さの残るなか、70～90代の男
女30名が丹生川中研修センター 2階の和室に勢ぞろ
い。『中区サロン』は毎月1回（第2水曜）に開かれて
います。代表の樋口節子さんは、以前にサロンサポ
ーター養成講座を受講し、いつか地域で皆が楽しめ
る集いの場を作りたいという熱い想いを胸に、平成24年8月に『中区サロン』を発足しま
した。当初は17名からスタートし、いまや30名の大所帯に！

　樋口さんの一声で、体操が始まります。民謡（花笠音頭の
DVD）にあわせての健康体操（皆さん、口ずさみながら軽快
です）。体を温めたら、次は頭の体操です。3グループにわか
れ、ひらがなの文字（あ～ん45文字のカード）を使い2文字、
3文字の言葉作り。皆さん知恵を出し合い真剣な表情です。
男性陣は苦戦？「ギブアップですか？」「いやいや、まだ頑張

る」と言うものの、できた言葉がやけくそに会場は大爆笑。
　最高齢の女性が、「よそ行きの服に着替えてさ、みんなの顔を見に来るの。ここには、
来なならん。気が張るし、なんといっても楽しみや。」の言葉に、周りの方々も「ほんと、
ほんと。」と大きくうなづきます。皆さんにとってかけがえのないサロンなのですね！
　最後にハーモニカ演奏（ハーモニカ歴数十年の男性の方2名が演奏）にあわせて「青い山
脈」「ふるさと」を皆で合唱。なんと「ふるさと」は手話も交えました。ハーモニカのやさ
しい音色と歌声のハーモニーは心が温まりました。

丹生川中区サロン丹生川中区サロン丹生川中区サロン

こころ 信とここここここここここここここころろろろろろろこころ 信信通信

▶高齢者の福祉・介護・健康についての困りごとは地域包括支援センターまで
　いなべ市地域包括支援センター  電話82-1616

ホ とととととッッ

「こころホッと通信」への掲載希望の方は、いなべ市地域包括支援センターまでご連絡ください。

元気いっぱいの皆さん！

風船バレーにも熱が入ります

いなべ市内には、地域の皆さんが主役になって、手作りで温かい支えあいが広まっています。
その中から今回は、大安町の「丹生川中区サロン」を紹介します。

　丹生川中研修センター敷地の看板に「桜かおる清らかな水が流れる桜川…」桜川？ここ
は丹生川中のはず。桜川とは丹生川中の昔の呼び名だそうです。取材では、地名の由来や
方言（おぼくり描いて…子供のいたずら書きのこと）も教わりました。サロンでは皆さん
が様々な役割を担っておられ、その姿はとてもいきいきと写りました。地域の自然や人を
大切に思いはぐくむことで、人の和（輪）も作られていくのですね。ぜひ皆さんのパワー
で次の世代にも引き継いでいってくださいね。

ハーモニカの音色に合わせて合唱♪言葉づくりを楽しむ男性陣 お楽しみのランチ！
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バナー広告を掲載してみませんかバナー広告を掲載してみませんか

バナー広告の
リンク先は

　 Facebo
okページで

もOKです！バナー広告の
リンク先は

　 Facebo
okページで

もOKです！

　民間企業や事業所様が広告媒体としていなべ市社協のホームページを活用いただけるよう、運営し
ているホームページにバナー広告枠を設置しています。
　この機会に、いなべ市社協のホームページに広告を掲載してみませんか。

平成25年度より「竜の子福祉タクシー」様に
掲載いただいています。
ホームページ
　http://taxi.inabe.info/
Facebookページ
　http://www.facebook.com/294Taxi

　バナー広告とは、インターネット広告の一種で、
ホームページ内に広告の画像を貼付し、その画像
をクリックすると、広告を掲載している事業所が
運営しているホームページを閲覧できるものです。

●掲載画像は自主作成し、画像を提出してください。
　（画像作成は社協でも行うことができますので、お問い合わせください。）
●掲載の申し込みに関する必要書類は下記よりダウンロード可能です。
　http://www.inabewel.or.jp/downroad/downroad_top.html
お問い合わせ：いなべ市社協本所 企画課　☎78-3543
　　　　　　　メールでのお問い合わせは kikaku@inabewel.or.jpまで。

募集内容と広告の規格は次のとおりです。

掲載期間

掲載対象

1年間

応募に
関して

サ イ ズ

画像形式

容　　量

そ の 他

縦60ピクセル×横120ピクセル

GIF、JPEG、PNG

4KB以内

アニメーション、ロールオーバー、その他画像が変化するものは不可

①過去5年以上いなべ市社協会員であり、
　当該年度の賛助会員団体会費として10,000円以上を納付いただいた事業所
②過去5年以上いなべ市社協会員でないが、
　当該年度の賛助会員団体会費として30,000円以上を納付いただいた事業所
※上記①②に該当しない場合でもご相談ください。
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あなたの思いを地域に届けます！

社協だより「広報モニター」大募集！社協だより「広報モニター」大募集！社協だより「広報モニター」大募集！
　年に6回（奇数月）発行している広報紙「社協だ
より」。より身近な地域の情報を発信できる広報と
して、皆さんからのご意見をいただきたく、社協だ
より「広報モニター」を募集しています。
　広報モニターになっていただいた方には、社協だ
より発行に合わせてアンケートの記入をお願いしま
す。

★対　　　象　市内在住の中学生以上の方
　　　　　　　（平成26年4月1日現在）

★定　　　員　10名
　　　　　　　応募者多数の場合は抽選となります。

★応 募 方 法　●専用フォームで申し込む場合
いなべ市社協ホームページのトップ画面にある「広報モニター募集」をクリ
ックし、ページ内にある申込フォームから送信ください。
また、右のQRコードを読み取っていただいても、専用ページを
ご覧いただけます。
●窓口で申し込む場合
いなべ市社協本所または最寄りの各支所窓口にある応募用紙に必要事項を記
入し、窓口に提出してください。

★お問い合わせ　いなべ市社会福祉協議会 企画課　☎78-3543　FAX88-1052
　〒511-0274　いなべ市大安町大井田2704番地
　Eメール kikaku@inabewel.or.jp

※お申し込み時に知り得た個人情報については、広報モニターに関すること以外には一切使用
いたしません。
※昨年度、広報モニターになっていただいた方は、応募はできません。

お知らせ
4月1日から組織の名称が一部変更になりました。
なお、担当する業務については、変更ありません。

（旧）居宅第1課
（旧）居宅第2課
（旧）地域福祉推進部門

（新）ケアプランセンター
（新）介護支援課
（新）地域づくり部門

52014.5



インフォメーション

平成27年度採用職員募集
◆募集職種　正規保育士（若干名：取得見込含む）
◆応募受付　5月26日（月）～6月13日（金）
◆書類配布　5月14日（水）より、いなべ市社協本

所総務課にて行います。募集要項・
関係書類は、5月14日（水）にホーム
ページで公開します。

Information

いなべ市社協 検索

お問い合わせ　本所 総務課  ☎0594-78-3543
　　　　　　　　 recruit@inabewel.or.jp

三重ボランティア基金による助成金
　市町社会福祉協議会が設置するボランティアセ
ンターに「ボランティア団体」として登録し、福
祉の向上を目的とした活動を計画的・継続的に実
施している団体、ボランティア団体に対して、活
動に必要な器材・器具を購入する資金の助成が受
けられます。
◆助 成 額　1団体20万円以内
◆応募期日　6月16日（月）
　　　　　　三重県ボランティア基金事務局必着
◆そ の 他
●いなべ市社協に助成金交付申請書を提出して
ください。
●いなべ市社協の推薦を受ける必要があります。
●関係書類等はいなべ市社協のホームページか
らダウンロードできます。
●三重県ボランティア基金による審査後、助成
額等が決定されます。
●詳細については事前に下記までお問い合わせ
ください。 いなべ市社協 検索

お問い合わせ　北勢支所 地域福祉課
　　　　　　　☎0594-72-7788

日本赤十字社活動資金（日赤社資）
　日本赤十字社は、国内外で発生した災害への医
療救護活動や、世界中で支援を待っている人々の
ための国際活動への協力支援、健康で安全な生活
を支えるための、救急法等講習会の普及、血液・
医療活動などを実施している機関です。
　毎年5月は「日本赤十字社社員増強月間」とし
て、自治会を通じて皆さんに活動資金のご支援を
お願いしています。
　いなべ市社協も「日本赤十字社いなべ市地区」
として、市内外で活動している「地域奉仕団」の
支援や、火災などにあわれた際、日用品や毛布の
支給などの活動をしています。赤十字活動へのご
理解を戴き、ご協力をお願いします。
日本赤十字社いなべ市地区目標額  5,904,000円

◆普通社員 … 一口0,500円
◆特別社員 … 一口2,000円

お問い合わせ　北勢支所 地域福祉課
　　　　　　　☎0594-72-7788

社会福祉協議会費（社協会費）
　いなべ市社会福祉協議会では、地域住民の皆さ
んとともに、「誰もが安心して暮らすことができ
る福祉のまちづくり」をめざし、地域福祉活動の
充実と推進を図るため、様々な事業を実施してい
ます。社会福祉協議会（社協）は、住民の皆さん
を会員として構成される団体で、その活動の源は
“住民のみなさんの声（意見）”です。『今、住んで
いる地域がこうだったらいいのになぁ』『もしこれ
があったら生活が楽になるのになぁ』などの声を
出していただき、それを一緒に考えて解決に向け
て一緒に取り組んでいます。社協が実施する事業
は、皆さんからご協力いただいている会費が貴重
な財源となっています。平成26年度も市内の地
域福祉活動推進のため、皆さんのご協力をお願い
します。
　平成25年度の会費は6,010,000円となり、福
祉協力校の支援、ボランティア活動支援、ふれあ
い弁当サービスに活用させていただきました。

◆個人会費 ……… 一口0,500円
◆賛助会員個人 … 一口1,500円
◆賛助会員団体 … 一口5,000円

お問い合わせ
　北勢支所 地域福祉課
　☎0594-72-7788
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福祉サービス苦情・要望改善の
窓口を設置しております

福祉サービス苦情・要望改善の
窓口を設置しております

福祉サービス苦情・要望改善の
窓口を設置しております

　いなべ市社協では、より良いサービス・事業の実施を目指し、各支所・作業所および運営す
る保育園（所）に苦情・要望の相談窓口を設置しています。
　皆さまからのご意見・ご要望をもとに、サービス・事業の改善を図っていきたいと考えてお
ります。
　サービスおよび事業の内容について何かお気づきの点がございましたら、ご遠慮なくお申し
出ください。

役員・評議員の就任について役員・評議員の就任について役員・評議員の就任について
　平成26年4月1日より次の方々が、役員に就任されました。　　　　　　　（順不同・敬称略）

　平成26年3月25日より次の方々が評議員に就任されました。　（順不同・敬称略）

　また、次の方々に第三者委員をお願いし、苦情・要望の受付を行っております。
　第三者委員とは利用者と事業所の間に立ち、客観的な立場で解決に向けたお手伝いをしてく
れる方々です。
　4月より北勢地区以外の3地区の第三者委員の方が新たに就任されました。

《受付窓口》
●北勢支所　　●たんぽぽ作業所　　●石榑保育園　　　●三里保育園
●員弁支所　　●ふじわら作業所　　●丹生川保育園　　●山郷保育所
●大安支所　　●デイサービス悠庵
●藤原支所・ふじわらデイサービスセンター
●子育て支援センター はっぴい・はあと

●北勢地区：細野せつ子さん  ☎72-7616　●員弁地区：安藤哲夫さん  ☎74-2304
●大安地区：清水公也さん　  ☎87-0222　●藤原地区：長野成子さん  ☎46-4067

理事　●日沖　靖（会長）　　　●遠藤昭己（副会長）　　　●松岡　洋（副会長）
　　　●服部雅典　　●岡本恆一　　●児玉正光　　●伊藤一人　　●三輪繁久

監事　●岡　弘和　　●八嶋正義

●川添喜八　　●陰地吉照　　●遠藤喜美
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四季の家ほくせい

一般（藤原）

一般（北勢）

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家だいあん

四季の家だいあん

四季の家だいあん

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家いなべ

弁護士（北勢）

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

弁護士（北勢）

四季の家ほくせい

司法書士（北勢）

弁護士（北勢）

★弁護士・司法書士相談は、事前予約が必要です。
　会場　北勢福祉センター 2階
　時間　13：00～16：00（1人30分）
※予約は北勢支所 ☎72-7788まで

★一般相談の相談員は地区民生委員児童委員の
　方々です。事前予約は必要ありません。
　会場　北勢…北勢福祉センター 2階
　　　　員弁…員弁老人福祉センター 2階
　　　　大安…大安庁舎 1階
　　　　藤原…藤原庁舎 2階
　時間　13：00～16：00

★四季の家案内
　会場　ふじわら…ふじわら社会福祉センター
　　　　い な べ…員弁老人福祉センター 1階
　　　　だいあん…大安老人福祉センター 1階
　　　　ほくせい…北勢市民会館 2階
　時間　9：30～12：00
※お問い合わせは大安支所 ☎78-3522まで

四季の家は誰でも自由にご参加
いただけます。

心配ごと相談・四季の家開催日心配ごと相談・四季の家開催日 6月1日から7月31日まで

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日
1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日

8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日

15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日

22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

29日 30日 1日 2日 3日 4日 5日

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日

20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日

27日 28日 29日 30日 31日

6月

7月
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この広報紙は、資源保護のため古紙配合率100％の再生紙と環境にやさしいベジタブルインキを使用しています。

編集・発行

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会
〒511-0274
三重県いなべ市大安町大井田2704
TE L：0594-78-3543
FAX：0594-88-1052
E-mail：info@inabewel.or.jp

北勢支所

この広報誌の発行には、いただいたご寄付・社協会費の
一部を使用させていただいております。

TEL：72-7788
員弁支所
TEL：74-5828

大安支所
TEL：78-3522

藤原支所・ふじわらデイサービスセンター
TEL：46-8007

地域包括支援センター
TEL：82-1616

たんぽぽ作業所
TEL：72-5130

大安デイサービスセンター
TEL：78-3522

デイサービス悠庵
TEL：78-4185

ふじわら作業所
TEL：46-4790
丹生川保育園
TEL：78-2086

三里保育園
TEL：78-1391

はっぴぃはあと
TEL：78-0246

山郷保育所
TEL：72-2624

石榑保育園
TEL：78-0245

facebookホームページ
《 QRコード 》

　デンソー社員のボランティアグループが中心となり「海外支援衣
料回収活動」を実施します。寄贈いただいた衣料は、日本救援衣料
センターを通じて、災害支援・難民支援として、アジア・アフリカなどの衣料困窮者に贈られます。
　皆さんのタンスの中に眠っている一枚の衣類が、人々の心の中で生きる勇気に変わります。どう
ぞ温かいご支援とご協力をよろしくお願いします。

数字で見るいなべ市の福祉 （平成26年4月1日現在）

46,162
11,153
24.8

人

人

％

16,857
1,733
1,507

世帯

人

人

世 帯 数

介護保険認定者数

ボランティア登録者数

人 　 口

65歳以上高齢者数

高 齢 化 率

ダンボール1箱につき、海外運送費として1,000円以上のカンパ
をお願いします！
※衣料を海外に送る費用は、みかん箱大1箱1,500円かかります。

衣料回収
●デンソーハートフルクラブ大安 ハートフルフレンド企画●

東日本大震災被災地支援！ベルマーク回収

衣類はダンボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください

場所

日時

㈱デンソー大安製作所 健保体育館
5月24日（土）9：00～12：00【雨天決行】

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ
毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー、
セーター、ブラウス、カーディガン、ジャンパー、コート、
子供服 ※子供服は身長80㎝以上のもの

新　品 …
洗濯済 …

スーツジャケット、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、
和服、ベビー服、ベビー用品、布団、靴、カバン、雑貨、
小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラーなど）

取扱い対象

取扱わないもの

至 藤原

使用済みプリンタインクカートリッジも「ベルマーク」対象です（5点分／ヶ）
〈対象品〉キャノン・エプソン・ブラザー（純正品のみ）

今回も引き続き、東北支援ベルマーク回収を合わせて実施します。
ご家庭にある「ベルマーク」をぜひお持ちください。

にご協力ください！

お願い

衣料回収会場案内図

お問い合わせ
㈱デンソー大安製作所
総務人事厚生課
（ボランティア支援窓口：森）
☎0594-87-1221

ます。

ます。

至 大安庁舎

至 四日市

昭和
シェル

至 

大
安
駅

ミ
ル
ク
ロ
ー
ド

※いずれも、シミや傷みの無いものでお願いいたします。
サ
ン
ク
ス

デンソー工場
正門

事務棟

太子山通り

テニスコート

デ
ン
ソ
ー 

寮

会
場

デンソー工場

事前受取りは
こちらになります
正門からお入り
ください

※事前受取りは、5月19日（月）～23日（金）9：00～17：00 大安製作所「事務棟」で行います。
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