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今年も大盛況！！今年も大盛況！！今年も大盛況！！
はっぴい・はあとなつまつり！！



頑頑張る地域張る地域の福祉活動祉活動！頑張る地域の福祉活動！

　大安町の中央ヶ丘地区は、600世帯を超えるいなべ市内で最も
大きな自治会です。高齢化率は10.7%と市内では低い地域です
が、多くの住民、様々な世代が生活する中で、今日的な社会問題
でもある、住民関係の希薄化が心配されてきました。そんな中、
住民同士がつながり、支えあえる地域をつくろうと自治会が音頭
をとって独自の福祉活動を展開しています。

第2回：中央ヶ丘地区（大安町）

中央ヶ丘みまもり委員会

頑張る地域の福祉活動の情報をお寄せください。

定期開催される「みまもり会議」

今年4月に開催されたふれあいサロン

みまもり訪問の様子
★お問い合わせ先
　いなべ市社協北勢支所 地域福祉課　☎72-7788

藤原町藤原町

北勢町北勢町

員弁町員弁町大安町大安町

　自治会内で住民同士が支え合う必要性を感じ、何か出
来る活動がないか摸索していました。また、2年程前に、
女性の意見を広く取り入れるため、女性役員を参入し
「自治会会員の良好な生活の維持管理」を掲げ、安否確
認訪問を福祉活動のひとつとして位置づけたことが、き
っかけです。そして、自治会で見守り活動を行っていく
ための実行組織として、自治会内に「中央ヶ丘みまもり
委員会」を設立しました。

　代表の瀧上さんは、「中央ヶ丘は良い意味で伝統と風土が根付い
ていない自治会なので、新たな活動をするには良い環境にあると思
います。」「自治会に住んでいらっしゃる住民のみなさん一人ひとり
が、目配り気配りを行い、相互に助け合いができる自治会になるこ
とが目標です。」と話されていました。
　自治会が中心となって福祉活動の基礎を築き、地域のみなさんが
参加して更なる自治会の発展を目指します。

《取り組み》
●要支援者の把握、情報共有や協力機関との連携を図るため、
定期的に「中央ヶ丘みまもり会議」を開催しています。
●日常的な相談窓口として、「みまもり110番」を設置して
います。
●女性役員が中心となり、月に1～2回、見守りが必要な方
に「みまもり訪問」を行っています。
●老人会が主催となり、ふれあいサロン（つどいの場）を毎月開催しています。
●住民からボランティアを募り「みまもり隊」を結成し、憩いの場の開催を検討しています。
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こころ とこここここここここここここここ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

ホホホ とッッッ

「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。

「四季の家いなべ」の仲間と一緒に！

今回はたくさんの趣味を持ち、
元気に過ごしてらっしゃる
員弁町の市川和市さん（83歳）の
生活をご紹介します。

　市川さんは、平成25年に脳梗塞を発症し、右半身
に少し麻痺が残りました。4ヵ月ほど入院し、リハビ
リをして退院、その後は車に乗るのをやめ、あまり外
に出る事もなく自宅で過ごしていました。でも、この
ままでは良くないと思い、杖や電動カーを使って外に
出て行くようになり、元気な気持ちを取り戻してきま
した。

愛犬との散歩が楽しみ
　心が元気になってくると、次はもっと動けるように
頑張ろう！と思い、平成26年に介護予防教室「ハッ
スル教室」に参加。ここでも熱心に運動に取り組みま
した。今では午前中に約40分歩き、夕方には愛犬ム
ースちゃんと散歩に行きます。家の中に居る時も、体
操をして体を動かすようにしています。

家族も応援してくれています
　市川さんが楽しみにしているのは、人が集まる場所
へ出かけてみなさんとお話すること。毎月第2・4火
曜日に員弁老人福祉センターで開かれている「四季の
家いなべ」への参加をはじめ、桑名まで出かけることもあり、行動範囲が広がったことで、
たくさんの友人ができました。出掛けても、もうつまずいたり転んだりする心配もありま
せん。毎日の散歩や体操の成果ですね！
　ご家族も「おじいちゃんが毎日楽しく過ごせることが一番」と協力してくれます。
　また、最近は知人と旅行に行くのも楽しみの一つ。沖縄や東京、大阪などいろいろな所
に行きました。次はどこに行こう？と思うと、自然と心も体も元気が出てきます。

毎日がとても幸せ！
　足が思うように動かず悔しい思いをし
たこともありましたが、諦めずに頑張っ
たおかげで、竹細工、グラウンドゴルフ、
畑仕事など、今でもたくさんの趣味を続
けています。とても努力家で前向きな市
川さん。「今は、毎日幸せで仕方ない」
と話してくれました。これからも、どん
どん楽しいことを見つけて挑戦していき
ましょうね！

愛犬ムースとはいつも一緒

市川さんの竹細工作品
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皆さんの募金がいなべ市の福祉活動の支えです！

　平成26年度にご協力いた
だいた募金をもとに、平成
27年度に実施する事業へ
4,972,695円の配分を受け
ました。

　上記の募金の他、いなべ市
では、市民感謝祭などで実施
する「イベント募金」や個人
の方からご協力いただく「個
人募金」も行っています。

スーパー店舗前などでの
街頭募金

いなべ市共同募金委員会

三重県共同募金会

いなべ市共同募金委員会

平成27年度いなべ市社会福祉協議会へ配分
（3,542,210円）

平成27年度ボランティア団体へ配分
（1,430,485円）

自治会の協力による

配分金を活用した社協の主な事業

戸別募金

集約 送金

事業所や法人からの
法人募金

職場内による
職域募金

生活交流会の実施 お出かけツアーの実施

　毎年10月1日から12月31日までの3ヵ月間、全国一斉に「赤い羽根共同募金運動」が始まります。
いなべ市では自治会長様、組長様を通じて各世帯に、また市内外の事業所様や法人様に、スーパーなど
の店舗をお借りして実施する街頭募金を通じて市内外の皆さんに募金をお願いしています。共同募金は、
自分のまちをよくするための募金で、いなべ市のまちのために活用されています。ご理解とご協力をお
願いします。

　その他、ひとり暮らし高齢者、障がいのある方等を対象とした「歳末ふれあい事業」、募金運動を通
じた住民相互の助け合いを行う「住民たすけあい推進事業」なども実施しました。

10月1日から赤い羽根共同募金運動が始まります

ご協力いただいた募金は次のような流れで福祉活動に活用されます
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　今年6月に開催されたいなべ市共同募金運営委員会で、平成28年度に配分を希望する事業と申請額
が承認されました。いなべ市では4,455,000円を目標額とし、募金活動を実施します。

　いなべ市の共同募金がより有効かつ柔
軟に活用されることを目的に、いなべ市
社協団体配分基準に定める、新規団体お
よび事業で、次のいずれかに該当する費
用を助成します。
①事業の開始にかかる費用
②新規事業で直接使用される用具・機器
類の購入費用
③当年度に計画実施される事業及び地域
福祉の向上を図るための新規事業の経
費
※ただし、前年度申請された事業、団体
の運営経費は対象外です。
◆助 成 額　4万円以内／事業
◆応募期日　10月9日（金）事務局必着
◆そ の 他　助成決定（10月下旬）後、
平成28年3月31日までに事業を実施
していただきます。
◆応募受付　上記期日までにいなべ市社
協北勢支所まで申請書を提出してくだ
さい。受付窓口は北勢支所のみです。
◆申請書は最寄りの支所窓口にある他、
ホームページからダウンロードできま
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。

団体活動ステップ・アップ
助成金のご案内

赤い羽根共同募金運動や助成金配分等に関するお問い合わせ先
　いなべ市共同募金委員会事務局　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　☎72-7788

《平成28年度 ボランティア団体申請額》1,460,000円

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

いなべ市在宅介護者家族の会 だいふくの会
ママ’Sクラブ
いなべ・にほんご広場支援ボランティア
いなべ非常通信ボランティア
いなべ防災ボランティアの会
員弁地区更生保護女性会
サンデーキッズ
子育てサロン さくらんぼ
いなべおもちゃ病院
レクリエーションボランティア たんぽぽ
ほんわかと
大安町手話サークル
朗読ボランティア こもれび
朗読ボランティア なよの音
朗読ボランティア ほおじろ
北勢子育て応援団
阿下喜パトロール隊
ふじわら作業所家族の会
あげきっ子民謡保存会
まごころパトロール
大安子育て応援団
大安町おはなしの会 くまのこ
藤原おはなし会 こだま
山口給食ボランティア

200,000円
10,000円
50,000円
73,000円
70,000円
100,000円
50,000円
60,000円
77,000円
45,000円
50,000円
80,000円
20,000円
80,000円
85,000円
50,000円
50,000円
40,000円
50,000円
30,000円
60,000円
50,000円
50,000円
30,000円

ボランティア団体名 申請額

《平成28年度 いなべ市社会福祉協議会申請額》2,995,000円

お出かけツアー事業
ひとり親家庭支援事業
歳末ふれあい事業
共同募金啓発事業
住民たすけあい推進事業
あんしん電話事業
生活交流会事業
ひきこもり支援事業
福祉委員会活動助成事業

事業名
ひとり暮らし高齢者を対象とした外出支援と参加者同士の交流会
母子家庭・父子家庭の方を対象とした親子の交流事業
ひとり暮らし高齢者、障がいのある方等を対象とした歳末支援
配分団体の活動発表や募金運動の啓発
募金運動を通じた住民相互の助け合い（街頭募金）
高齢者、障がいのある方等を対象とした電話による安否確認
療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方等を対象に、社会参加、仲間づくり等を目的とした交流会
実態把握や地域づくりを目的とした集いの場「まかろん」の開催
地域福祉活動に取り組む組織に対して、活動費を助成

140,000円
190,000円
2,000,000円
60,000円
25,000円
70,000円
230,000円
80,000円
200,000円

概要 申請額
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市内在住の75歳以上のお一人暮らしの高齢者の方、高齢者世帯で、自家用車や公共交通機関
を利用して、外出することが困難な方を対象に、「お出かけツアー」を開催します。
※介護が必要でない方に限ります。

参加希望の方は、10月5日（月）までに、いなべ市社協 北勢支所までご連絡ください。
☎ 72-7788　FAX 72-3147
なお、FAXでのお申し込みの場合は、下記の内容を必ず明記してください。
①希望日　②氏名　③住所　④連絡先
※お申し込みの際に知り得た個人情報は、お出かけツアーに関する連絡以外には一切使用いた
しません。
※このツアー実施にあたっては、共同募金の配分金を活用させていただいております。

　10月13日、10月19日開催予定の「お出かけツアー」に、参加者の付添いをしてい
ただけるボランティアを募集します。両日とも５名程度です。
　ご協力いただける方は、10月5日（月）までに、いなべ市社協 北勢支所までご連絡く
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（担当：小川智也）　☎72-7788

日 10月19日開催予定の「お出かけツアー」に 参加者の付添い

付添いボランティア募集！付添いボランティア募集！付添いボランティア募集！付添いボランティア募集！

市内在住の75歳以上のお 人暮らしの高齢者の方 高齢者世帯で 自家用車や公共交通機関

お出かけツアーを開催します！お出かけツアーを開催します！お出かけツアーを開催します！お出かけツアーを開催します！

参加費は当日徴収させて
いただきます。

日 時

行き先　お千代保稲荷神社、道の駅・月見の里南濃
定　員　両日ともに35名
参加費　お一人2,000円

時

1日目

2日目

1日目は 員弁・大安地区 にお住いの方が対象です。
10月13日（火）10：00～15：00

2日目は 北勢・藤原地区 にお住いの方が対象です。
10月19日（月）10：00～15：00
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インフォメーション
Information

集いの場「まかろん」
向き合い、変わっていく一歩へ！！

　ひきこもりで悩みや困りごと、人にはなか
なか話せないことなどを抱えている方同士、
お互いに自由に話せる場所として、集いの場
「まかろん」を開催します。
　まかろんは、当事者同士、ご家族、支援者
の方などが情報交換したり、悩みごとを相談
し合ったり、色々なことを勉強できる場にな
るように開催します。
　ご都合のよい日にご参加ください。
◆日時
10月3日（土）10：00～12：00
11月4日（水）19：00～21：00
12月5日（土）10：00～12：00
平成28年
  1月6日（水）19：00～21：00
  2月6日（土）10：00～12：00
  3月2日（水）19：00～21：00
◆場所
北勢福祉センター 2階 会議室
◆対象
市内在住・在勤の方、支援関係機関の方
◆その他
この事業は、赤い羽根共同募金の配分金を
財源に開催します。

参加申し込み・お問い合わせ先
　北勢支所 地域福祉課
　担当：小川（智）・服部　☎72-7788
　　 hokusei@inabewel.or.jp
　※月曜日から金曜日 8：30～17：15（土日祝除く）

専門家による講演会を開催します
　ご家族を介護されている中で、毎日の食事作りや、
食事介助。介護に一生懸命になってしまい、ご自身の
健康管理が疎かになっていませんか。何よりも介護者
ご自身の健康が第一です。
　いなべ市地域包括支援センターでは、「脳卒中の早
期発見・予防と高齢者の食事介助について」というテ
ーマで講演会を開催します。
　ぜひ、この機会に専門家の話を聞いてみませんか。

◆日時　11月20日（金）
　　　　10：00～12：00（9：30～受付）
◆場所　員弁コミュニティセンター 2階
◆対象　在宅で介護をされている方
　　　　介護に関心のある方
◆講師
　いなべ総合病院
　　脳卒中リハビリテーション
　　認定看護師　　三谷 祐子 氏
　　作業療法士　　伊藤 正敏 氏

参加申し込み・お問い合わせ先
　いなべ市地域包括支援センター　担当：池村・高田
　☎72-7788　　　hokusei@inabewel.or.jp
　※月曜日から金曜日　8：30～17：15（土日祝除く）

臨時・パート職員募集
◆募集職種　介護支援専門員（臨時：1名）
◆応募資格　介護支援専門員資格、普通自動車免許
◆選考方法　個人面接・パーソナリティ試験
◆試 験 日　12月17日（木）
募集要項等詳細は、11月16日より配布します。

◆募集職種　作業指導員（パート：1名）
◆応募資格　普通自動車免許
◆選考方法　個人面接
パート職員募集に関する詳細は、ホームページに掲載
しておりますので、ご覧ください。

お問い合わせ先
　いなべ市社協本所 総務課　担当：廣島・日沖
　☎78-3543　　　recruit@inabewel.or.jp
　※月曜日から金曜日　8：30～17：15（土日祝除く）

いなべ市社協 検索
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文化の日

体育の日

勤労感謝の日

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

四季の家だいあん

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）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

司法書士（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 … 四季の家は誰でも自由にご参加
いただけます。
　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
10月1日から11月30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 31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

11月

▶人口.............46,050人
▶世帯数.........17,212世帯

▶65歳以上高齢者数.......... 11,597人
▶高齢化率........................... 25.1％
▶ボランティア登録者数..... 1,429人

▶
▶

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成27年8月1日現在）

10月

29日 30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
いなべ市藤原町市場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
いなべ市員弁町笠田新田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

いなべ市北勢町阿下喜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 ／ FAX 0594-78-1114

〒511-0274
いなべ市大安町大井田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

facebookホームページ twitter メール配信

至十社

至治田
北勢郵便局

GSGS

阿下喜小学校
北勢中学校

池

北勢支所

員弁街道

至
員
弁
町

至
藤
原
町

北勢庁舎

北勢体育館

北勢福祉センター

たんぽぽ作業所
北勢
市民会館

至北勢町 三岐鉄道三岐線

三里駅

大
安
駅

至菰野町

両ヶ池

宇賀川

スーパー

コンビニ

コンビニ 銀行

大安中学校

R421

ミ
ル
ク
ロ
ー
ド

体育館大安公民館

大安庁舎

野球場

至
員
弁
町

至
東
近
江
市

本所・大安支所

R421（員弁街道）

三岐鉄道北勢線

GS
ショッピング
センター

銀行

コンビニ

員弁郵便局

商工会館

ボランティア会館
（旧コスモス作業所）

GS

楚原神社

楚原駅

いなべ
市役所

員弁支所 員弁コミュニティプラザ
体育館

至
関
ヶ
原

西野尻駅

三岐鉄道三岐線

コンビニ
R306

藤原中学校

藤原庁舎

藤原支所

藤原図書館
藤原運動場

ふじわら高齢者
生活支援センター

いこい

介護職員初任者研修始まっています！介護職員初任者研修始まっています！介護職員初任者研修始まっています！
　昨年度、三重県からの指定を受けて開催している介護
職員初任者研修（旧ヘルパー2級講習）。今年度も7月
23日の開講式に始まり12月10日までの長丁場です。
　介護をするために必要となる基本的な知識や技術を身
に付けることができる研修で、福祉現場での就業や、地
域でのボランティア活動へ繋げることを目的に開催して
います。
　昨年は13名の受講生全員が修了され、その資格を基
に就業された方もいらっしゃいます。
　今年は昨年を上回る20名の方が受講されています。基本的な知識（講義）から実技演習を含め、132
時間の研修です。体調管理には十分気をつけていただき、全員で12月の修了式を迎えていただきたいで
す。

いなべ市社協 検索

★介護職員初任者研修に関するお問い合わせ
いなべ市社協大安支所 介護支援課（担当／中山）　☎78-3522
介護職員初任者研修に関する情報はホームページに公開しておりますので、ぜひご覧ください。
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