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子育て支援センター すこやかランドの
運営をはじめました

　4月1日より、北勢町にある子育て支援センター すこやかランドの運営をはじめました。
　子育て支援センターは、子育てについての相談、情報提供のほか、来所していただいた
親子で遊べる場・交流の場として、子育て中のご家庭を応援する拠点です。

いなべ市北勢町其原818（山郷保育所内）
☎72-8488

所在地・連絡先

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

対　　象

月・火・木 … 9：00～12：00
　　　　　　13：00～15：00
水・金 ……… 9：00～12：00

利用日時

親子のふれあいや、保護者同士の交流、絵
本読み聞かせ、遊びの紹介を行っています。

遊び場の提供

●電話相談 … 月曜日～金曜日 ☎72-8488
●面接相談 … 初めての場合は、
　　　　　　  電話予約が必要です。

子育て相談

●ブックスタート（6ヵ月児対象）
●ブック・Reスタート（満2歳児対象）
●1歳おめでとう家庭訪問
●通信（すこやかランド）の発行（毎月1回）
●サークル支援
●出前広場・あそびの会の開催

活動内容

す
こ
や
か
ラ
ン
ド

5
月
に
予
定
し
て
い
る
主
な
行
事

GS●

ホームセンター●

グラウンド●

至麻生田駅

至山郷小学校 至多度町

●眼科

●昭和電線

すこやかランド
（山郷保育所内）

8日（金）
12日（火）

13日（水）

14日（木）
17日（日）
19日（火）
20日（水）
21日（木）
26日（火）
27日（水）
28日（木）
29日（金）

健康講座（トイレトレーニング）
ブックスタート
いち・にのエクササイズ
十社あそびの会
中山出前ひろば
日曜開放
東貝野出前ひろば
いち・にのエクササイズ
わらべうた＆ふれあいデー
ブック・Reスタート
いち・にのエクササイズ
治田の里あそびの会
田辺出前ひろば

すこやかランド
すこやかランド
すこやかランド
田辺農業振興センター
中山自治会館
すこやかランド
東貝野公民館
すこやかランド
すこやかランド
すこやかランド
すこやかランド
治田財産区会館
田辺農業振興センター

開催日 行 事 名 開催会場
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「すこやかランド」は こんなところ！

遊びに来てくださいね！

玄関玄関玄関

授乳室授乳室授乳室

絵本もたくさん！絵本もたくさん！絵本もたくさん！

受付です受付です受付です

たたみの上でいっぱい“はいはい”しよう！たたみの上でいっぱい“はいはい”しよう！たたみの上でいっぱい“はいはい”しよう！

滑り台やボールプール、
　　　トランポリンもあるよ
滑り台やボールプール、
　　　トランポリンもあるよ
滑り台やボールプール、
　　　トランポリンもあるよ

木製のおもちゃも
　　たくさんあります
木製のおもちゃも
　　たくさんあります
木製のおもちゃも
　　たくさんあります

キッチンセットも本格的キッチンセットも本格的キッチンセットも本格的

ロディたちも待ってるよロディたちも待ってるよロディたちも待ってるよ
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高齢者にかかわる困りごとは高齢者にかかわる困りごとは者にかかわる困りご高齢者にかかわる困りごとは
地域包括支援センターへご相談ください地域包括支援センターへご相談ください地域包括支援センターへご相談ください
　地域包括支援センターは、高齢者の介護や健康、
暮らしにかかわる心配ごとや相談を無料で受ける
総合相談窓口です。

お問い合わせ先　いなべ市地域包括支援センター
　　　　　　　　所在地　いなべ市北勢町阿下喜2624-2
　　　　　　　　　　　　（いなべ市社協北勢支所内）
　　　　　　　　☎82-1616

◆介護のこと ……………… 介護保険って？
　　　　　　　　　　　　  認定が出たらどうするの？
◆健康のこと ……………… 足腰が弱ってきた。寝たきりの不安がある。
◆家族のこと ……………… ひとり暮らしの親が心配。退院後の生活が不安。
◆近所の高齢者のこと …… 最近見かけなくなった。見慣れない人が出入りしている。
◆お金や財産管理のこと … 物忘れがあって、お金の管理が不安。
◆虐待のこと ……………… 大きな声がよく聞こえるので心配。　　　　　　　　 などなど

地域包括支援センターは、専門職が『チーム』を組んで対応します
　主任ケアマネジャー（3名）・社会福祉士（4名）・保健師（2名）の専門職員が相談に対応
しています。
●主任ケアマネジャー（佐藤・宇佐美・池村）
●社会福祉士（安藤・高田・杉本・伊藤）
●保健師（平尾・稲垣）

『介護者のつどい』『介護者教室』『出前講座』を開催しています

電話での相談も受け付けています。
　　 来所ができない場合は、相談員がご自宅まで訪問します。
　　　 　 相談料は無料です。まずは、お気軽にお電話ください。

　在宅で介護されている方の心身のリフレッシュや仲間づくりのための「介護者のつどい」、
介護に関する基礎や技術を身に付けていただくための「介護者教室」を開催しています。

　「出前講座」は、地域の皆さんに役立つ情報をお伝えする講座です。参加いただいた方々
にわかりやすく、楽しく学べる内容で実施します。
　出前講座のテーマや内容、申請書類等は、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。

いなべ市社協 検索
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三重ボランティア基金事務局にて、内容審査が行われ、
いなべ市社協へ結果が送付されます。

4

申請いただいた団体へ結果を通知します。5

三重ボランティア基金による
助成金のご案内

三重ボランティア基金による
助成金のご案内

三重ボランティア基金による
助成金のご案内

　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団体あたり20万円以内
◆応募期日　6月9日（火）
◆申請までの流れ

◆お問い合わせ先　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課（担当／小川 健） ☎72-7788

申請書を各支所窓口でお受け取りください。
※申請書はいなべ市社協のホームページから取得できます。

＊申請書類は、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。
　また、三重ボランティア基金ホームページからもできます。

いなべ市社協 検索

公益財団法人 三重ボランティア基金

※提出の際、以下の書類を添付してください。
①購入希望器材・器具の見積書
②前年度（平成26年度）の収支計算書
③当年度（平成27年度）の収支予算書

1

いなべ市社協として推薦させていただき、
三重ボランティア基金事務局へ書類を送付させていただきます。

3

必要事項を記入して、いなべ市社協北勢支所（いなべ市ボランティアセンター）
へ提出してください。

2

●いなべ市社協ホームページ ……………… http://www.inabewel.or.jp
●三重ボランティア基金ホームページ …… http://www.miewel-1.com/vkikin/
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インフォメーション
Information

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、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27年
度におきましても、社協活動や地域福祉活動にご賛
同いただき、会員としてご支援くださいますようお
願いします。平成26年度の会費は6,070,000円と
なり、その一部を福祉協力校の支援、ボランティア
活動支援、ふれあい弁当サービス事業、緊急通報装
置設置事業などに活用させていただきました。
◆個人会費 ……… 一口　500円
◆賛助会員個人 … 一口1,000円
◆賛助会員団体 … 一口5,000円

衣料回収にご協力ください
～デンソーハートフルクラブ大安企画～
　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」が実施されま
す。寄贈された衣料は、日本救済衣料センター
を通じ、アジア・アフリカなどの衣料困窮者へ
贈られます。ご支援とご協力をお願いします。
◆日時　5月23日（土）9：00～12：00
　　　　【雨天決行】
◆場所　㈱デンソー大安製作所 健保体育館
※事前受取りは、5月18日（月）～22日（金）の
期間中、9：00～17：00まで、大安製作所「事
務棟」で行われます。

　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。

　東北支援ベルマーク回収も実施
されます。ご家庭にある「ベルマ
ーク」をぜひご持参ください。

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、健康で安全な生活を支えるため、地域
での救急法等講習会の普及、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：5,939,000円
◆普通社員 ……… 一口　500円
◆特別社員 ……… 一口2,000円

お問い合わせ先
　いなべ市社協北勢支所 地域福祉課
　☎72-7788

お問い合わせ先
　㈱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）担当／森
　☎0594-87-1221

新品……下着、靴下、パジャマ、タオル、
タオルケット、シーツ

洗濯済…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

※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、ベビー服

下線の品は、東北支援として活用されます。

和服、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）

お願い

ベルマーク回収東日本
大震災

　　  被
災地復

興支援！
！

取扱い対象（シミや傷みのないもの）

取扱わないもの
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平成28年度採用 正規職員募集
◆募集職種　社会福祉士（若干名：取得見込含む）
　　　　　　保育士（若干名：取得見込含む）
◆応募受付　5月25日（月）～6月12日（金）
◆書類配布　5月13日（水）より、いなべ市社協本所
　　　　　　総務課にて行います。
　なお、募集要項、関係書類は5月13日（水）に、い
なべ市社協ホームページで公開します。

役員・評議員の就任について
◆平成27年4月1日より次の方が役員（理事）
に就任されました。（敬称略）

遠 藤  喜 美

◆平成27年3月23日より次の方が評議員に
就任されました。（敬称略）

小寺 日出見

SPコードの貼付終了について
　社協だよりに貼付しておりましたSPコード
について、利用者の減少と作成する機械の老朽
化に伴い、今回（第69号）より終了させてい
ただきました。4月9日に開催された、員弁地
区視覚障害者協会主催の総会の場においても、
ご承諾をいただきました。
　いなべ市では、視覚障がいのある方へ、朗読
ボランティアの方々による「声の広報」をお届
けしています。
　詳しくは、北勢支所までお問い合わせくださ
い。

生活でお困りの方の相談窓口を開設しました
　自立した生活を支援する新しい拠点として、いなべ市役所大安庁舎内に、『くらしサポートセンタ
ー縁（えにし）』を開設しました。
　くらしサポートセンター縁は、失業や離職、借金問題など、仕事や生活にお困りの方が、早い段階で
自立した生活に戻れるように、専門性を持った職員が相談に応じる機関です。

◆家計や仕事などで困っていることを何でも話してください
●相談の内容によっては、適切な対応ができる専門機関へつなげます。
●窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。

◆必要な支援が計画的に提供できるように、
　自立への計画を立てます
●抱えている課題を評価・分析し、必要な支援を把握します。
●希望を尊重しながら、必要な支援が計画的に行われるように
　自立に向けたプランを策定します。

◆自立への目標に一緒に取り組みます
●課題解決のため、必要な関係機関と連携して支援を行います。

お問い合わせ先
　くらしサポートセンター縁（えにし）
　☎78-3512　FAX78-1114　担当／小森・橋本・和田

お問い合わせ先
　いなべ市社協本所 総務課　☎78-3543
　　 recruit@inabewel.or.jp

いなべ市社協 検索
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四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家だいあん

四季の家だいあん

四季の家だいあん

一般（藤原）

一般（北勢）

弁護士（北勢）

司法書士（北勢）

弁護士（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 … 四季の家は、誰でも気軽に参加
できるつどいの場です。
　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～
※お問い合わせは北勢支所 ☎72-7788まで

心配ごと相談日・四季の家開所日スケジュール心配ごと相談日・四季の家開所日スケジュール
6月1日から7月31日まで カレンダー内上段が四季の家、下段が心配ごと相談です。
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

7月

▶人口...........46,074人
▶世帯数.......17,098世帯

▶65歳以上高齢者数...11,542人
▶高齢化率....................25.0％

▶ボランティア登録者数...1,379人▶人口...........46 074人

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成27年4月1日現在）

6月

海の日
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藤原支所（ふじわらデイサービスセンター）

この広報紙は、資源保護のため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

〒511-0511
藤原町市場494-2（ふじわらデイサービスセンター内）
TEL 0594-46-8007 ／ FAX 0594-46-8044

〒511-0205
員弁町笠田新田111（員弁老人福祉センター内）
TEL 0594-74-5828 ／ FAX 0594-74-5858

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。

たんぽぽ作業所

員弁支所（いなべ市社協ケアプランセンター）

北勢支所・いなべ市地域包括支援センター
〒511-0428

北勢町阿下喜2624-2（北勢福祉センター隣）
〈北勢支所〉

TEL 0594-72-7788 ／ FAX 0594-72-3147
〈いなべ市地域包括支援センター〉

TEL 0594-82-1616 ／ FAX 0594-72-3147

くらしサポートセンター 縁（えにし）
〒511-0205

いなべ市大安町大井田2705（いなべ市役所大安庁舎内）
TEL 0594-78-3512

〒511-0274
大安町大井田2704（大安老人福祉センター内）

〈本　　所〉
TEL 0594-78-3543 ／ FAX 0594-88-1052

〈大安支所〉
TEL 0594-78-3522 ／ FAX 0594-78-3514

本所・大安支所

北勢町阿下喜2562-2
TEL 72-5130
FAX 72-5162

大安デイサービスセンター
大安町大井田2704
TEL 78-3522
FAX 78-3514

デイサービス悠庵
大安町石榑東2528-5
TEL・FAX 78-4185

ふじわら作業所
藤原町本郷836
TEL 46-4790
FAX 46-4792

丹生川保育園
大安町丹生川中2109-3
TEL・FAX 78-2086

三里保育園
大安町平塚535

TEL・FAX 78-1391

子育て支援センター はっぴぃ・はあと
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0246

子育て支援センター すこやかランド
北勢町其原818

TEL・FAX 72-8488

山郷保育所
北勢町其原818

TEL・FAX 72-2624

石榑保育園
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0245
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頑張る頑張る頑張る
情報をお寄せください！情報をお寄せください！

　いなべ市内の自治会では、合併前から地域でさまざまな福祉
活動が行われています。自治会役員の方や地域のボランティア
さんなどが中心となり、地域のつどいの場や話し合いの場、見
守り活動などの取り組みを行っています。
　いなべ市社協では、このような身近な地域での福祉活動を全
面的に支援しています。
　いなべ市内での福祉活動がさらに活発に行われるよう、今後、
地域の取り組みを社協だよりで紹介していきます。
　7月に発行する第70号では、藤原町の「坂本地区」を紹介し
ます。
　“私の地域では、こんな活動をしているよ！”という情報が
ありましたら、ぜひご紹介ください。

★お問い合わせ先　いなべ市社協北勢支所　地域福祉課　☎72-7788

地域の福祉活動地域の福祉活動地域の福祉活動
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