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　今年で7回目を迎えた「いなべ市民感謝祭」。メイン会場での模擬店やバザー、展示などを
はじめ、大安公民館ではいなべ市や地域に貢献された方々、団体の表彰が行われました。
　天候にも恵まれ、大勢の方にお越しいただきました。
　いなべ市社協も、たません、自主製品の販売やポプリのクラフト作り、口腔ケアの大切さを
知っていただくための体験ブース、赤い羽根共同募金運動の啓発をさせていただきました。

を迎えた「いなべ市民感謝祭」 メイン会場での模擬店やバザ

いなべ市民感謝祭
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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！

　立田地区は、いなべ市の北端に位置する篠立地区、古田地区の
2つの自治会からなる小学校区で、緑豊かな自然に囲まれた人と
人との繋がりが強い地域です。
　一方で、少子高齢化が顕著な地域であり、いち早く地域の重要
課題と捉え、昭和63年の山村留学制度をはじめ、先駆的な活動
に地域ぐるみで取り組んできました。
　「子どもと高齢者は立田の宝」という言葉を原点に、立田地区
に住むすべての人が幸せに暮らせるまちを目指しています。

第3回：立田地区（藤原町）

秀真の会

頑張る地域の福祉活動の情報を
お寄せください。

★お問い合わせ先
　いなべ市社協北勢支所 地域福祉課
　☎72-7788

藤原町藤原町

北勢町北勢町

員弁町員弁町大安町大安町

　平成18年に立田地区の諸問題にあたる立田地区委員会から、福祉活動組織として「秀真の
会（ほつまのかい）」を立ち上げました。
　秀真の会は、地区委員と地区委員経験者が中心に運営を担い、地域住民との協働により活動
する、住民参加型のボランティア組織です。
　「立田地区に住むすべての人が主役になる」をテーマに、その主役たちが演じる舞台づくり
をおこなっています。秀真の会の活動は、その内容から次のようにチーム編成されています。

魅力ある地域づくり
　「過疎対策を進めるうえでまず大切にすること
は、人を集めることではなく、今住んでいる人た
ちが、住みやすいと思えるまちにすることです」
と話された、立田地区委員長の三羽さん。
　すべての住民が福祉活動の担い手になり、その
中から楽しみを見いだすことができます。
　誰もが立田地区に住んでよかったと思える、そ
んな魅力あるまちづくりを進めています。

★高齢者ふれあいチーム
ふれあいサロンの開催、健康体操
など
★高齢者支援チーム
福祉ベンチの設置、花鉢の配布な
ど
★子育て支援チーム
　土曜学校、登下校時の見守りなど
★地域活性化チーム
　遊学祭、夏祭り、収穫祭など

高齢者支援チームが設置したベンチ

ふれあいサロン

遊学祭

収穫祭
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『脳卒中の早期発見・予防』『脳卒中の早期発見・予防』
講演会講演会

～高齢者の食事介助について～～高齢者の食事介助について～
　日々の介護で、ご自身の健康管理を忘れていませんか？
　介護者の皆さんが、健康な日常生活を送っていただくため、今回は「脳卒中の早
期発見・予防」の講演会を計画しました。また、「高齢者の食事介助」のポイント
など、日頃の介護に役立つ内容も盛り込んでお話していただきます。
　今年の夏は猛暑で、熱中症や脳梗塞発作を起こされた方が、例年に比べ
大変多かったと聞きます。介護者の方だけでなく、このテーマにご興味のある
方など、是非ご参加ください。（事前の申し込みは不要です）

●日時　11月20日（金）10：00～12：00
（9：30～受付を行います）

●場所　員弁コミュニティプラザ
●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

●お問い合わせ
いなべ市地域包括支援センター
☎82-1616
※ご連絡は月曜日～金曜日 8：15～17：15
　（土日祝日除く）にお願いします。

　この講演会は、「いなべ市家族介護支援事業」の一環として、介護をされている方々の
交流やリフレッシュ、知識・技術の向上を目的として実施します。

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

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

員弁コミュニティプラザ員弁老人福祉
センター 体育館

在宅で介護を
されている方

必見！
在宅で介護を

されている方
必見！

いなべ市地域包括支援センター　電話82-1616
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　「赤い羽根共同募金」を通して、地域の方々から寄せられた『善意の募金』と『福祉
のこころ』を地域で支援を必要としている方々に対して分かち合い、誰もが安心し
て新年を迎えることができる、きっかけづくりを目的とした事業です。

歳末ふれあい事業とは…

◆75歳以上の独居高齢者（※昭和15年12月31日以前に生まれた方）
◆ひとり親家庭で、平成28年3月に小学校もしくは中学校を卒業される児童・生徒
◆身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
◆療育手帳をお持ちの方
◆精神保健福祉手帳をお持ちの方
※施設や病院へ入所、入院されている方はこの事業の対象とはなりません。

対象となる方

　上記の要件に該当し、市内で在宅生活をされて
いる方々に対し、次のいずれかの品を配布させて
いただきます。
　　●お正月セット　●図書カード

内容

　社会福祉協議会本所または最寄りの各支所の窓口に設置している所定の申請書に必要事項を
記入のうえ、申請してください。身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方
は、申請時に手帳を持参いただき窓口にて提示をお願いします。
　なお、申請書はホームページからダウンロード可能です。（http://www.inabewel.or.jp/）

申請方法

●窓口までお越しいただくことが困難な場合は、お住まいの地区の民生委員児童委員の
方へご相談ください。
●ご家族の方が代理で申請をしていただいても構いません。
●対象となる要件が重複している場合でも、申請はお一人につき1回となります。
●個人情報保護法の遵守により、記載いただいた情報は、歳末ふれあい事業以外には一
切使用いたしません。

申請にあたって…

12月4日（金）まで
申請受付期日

12月下旬に郵送または直接お届けさせていただきます。
配布時期と方法

歳末ふれあい事業のご案内歳末ふれあい事業のご案内歳末ふれあい事業のご案内

▶お問い合わせ先　いなべ市社会福祉協議会 北勢支所 地域福祉課まで　☎72-7788

図書カード

いなべ市社協 検索
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顔の顔の顔の顔の

ををををををあなたの撮った写メをあなたの撮 た写メをあなたの撮った写メをああななたたのの撮撮ったた写写メメをを
社協だよりの表紙に社協だよりの表紙に社協だよりの表紙に社社協協だだよよりのの表表紙紙にに！！！
あなたの撮った写メを
社協だよりの表紙に！

　平成28年1月発行の社協だより第73号の表紙を皆さんの「笑顔」の写真でいっぱい埋め尽
くしたいと思います。身近にある携帯電話のカメラ機能を使って撮影した「笑顔の写メール」
をご応募ください。できる限り全員掲載させていただきますが、応募者多数の場合は、次号に
掲載させていただくこともありますので、ご了承ください。
　年齢制限はありません。募集要項は次のとおりです。

★応 募 期 間　12月16日（水）17：00まで
★応 募 条 件　被写体の方がいなべ市在住である
こと
★作品テーマ　笑顔
★作 品 形 式　できるだけきれいに鮮明なもので、
サイズは2MB程度
★応 募 方 法　携帯電話で撮影した写真をメール
に添付し、投稿者の住所、氏名、連絡先（携帯
可）、「社協だより」へのひと言を書いて下のア
ドレスまで送付してください。
kikaku@inabewel.or.jp
プリントした写真をご持参いただいても構いま
せん。
★注　意　点
●必ず被写体の方の了解を得てください。
●写真は縦向きで撮影したものにしてく
ださい。
●1枚につき、被写体は1人でお願いします。
●アップで撮影したものにしてください。
●お一人1点の応募とさせていただきます。
●特殊効果や文字、スタンプ等を挿入したもの
など、画像加工がされた写真は掲載いたしま
せんので、ご了承ください。
●掲載に不適切と判断した写真は掲載いたしま
せん。

★お問い合わせ先　いなべ市社協本所 総務課
　いなべ市大安町大井田2704番地
　☎78-3543

ま

く

の
ま

ま

★作品例

今年1月号の表紙

募集要項

笑 メールを大募集集メ ルを大募集メールを大募集メ ルを大募集メールを大募集！！メールを大募集！写
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インフォメーション
Information

街頭募金を行います
　10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募
金運動」が始まりました。
　三重県共同募金会いなべ市共同募金委員会で
は、市内の募金運動展開の一環として、次の会
場で街頭募金を行います。昨年実施した街頭募
金では、市内外の皆さんから123,563円の募
金をいただくことができました。
　会場へお越しの際は、募金へのご協力をよろ
しくお願いします。
※諸事情等により開催時間を変更することがあります。

◆11月28日（土）14：00～16：00
　聖宝寺
◆12月6日（日）10：00～12：00
　マックスバリュ北勢店
◆12月13日（日）10：00～12：00
　イオン大安店・ヨシヅヤ員弁店

年末年始業務のお知らせ
◆業務最終日：12月28日（月）
本所・各支所・ケアプランセンター、くらしサポ
ートセンター縁、石榑保育園、三里保育園、丹生
川保育園、山郷保育所※、子育て支援センター
（はっぴい・はあと、すこやかランド）、たんぽ
ぽ作業所、ふじわら作業所（午前）
※12月28日（月）の午後、1月4日（月）の午後は希望保育
となりますので、詳細は各園にお問い合わせください。

◆業務最終日：12月30日（木）
デイサービスセンター、デイサービス悠庵、
ホームヘルパーステーション
◆業務開始日：1月4日（月）
※たんぽぽ作業所、ふじわら作業所の業務開始日は、1月
5日（火）となります。

お問い合わせ先
　北勢支所 地域福祉課　担当：小川（智）
　☎72-7788
　※月曜日から金曜日　8：30～17：15（土日祝除く）

認知症介護者のためのこころホッとカフェ
　お茶を飲みながら、ゆったりと介護について日頃
感じていることをテーマに情報交換しませんか。認
知症介護指導者とともに、介護の辛さや大変さなど、
何でもお話ししましょう。高齢者、ご家族の方もぜ
ひご一緒に、こころをホッと休めるひとときを…。
（カフェ中の見守りや介助はスタッフが行います）
◆日　時　平成28年1月24日（日）

10：00～13：00（9：30～受付）
●10：00～　カフェ座談会
●12：00～　ランチタイム

◆場　所　ナーシングホームももいなべ キッチンもも
（北勢町阿下喜3514　旧アンシャンテ）

◆助言者　癒しのわ いなべ
認知症介護指導者　藤田 朋紀氏

◆対　象　市内在住の認知症介護者の方
（要介護者同伴の参加も可）

◆定　員　15名
◆参加費　780円（ランチ代）

※カフェのみの方は300円
◆申し込み　平成28年1月14日（木）までに下記まで

お電話ください。
※定員になり次第締め切りとなります。

臨時職員募集
◆募集職種　介護支援専門員（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）
　募集要項等は、11月16日より配布します。

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　☎82-1616
　※月曜日から金曜日　8：30～17：15（土日祝除く）

お問い合わせ先
　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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元日

天皇誕生日

成人の日

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（員弁）

一般（大安）

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
12月1日から1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 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 29日 30日

1月

▶人口.............45,997人
▶世帯数.........17,212世帯

▶65歳以上高齢者数.......... 11,619人
▶高齢化率........................... 25.2％
▶ボランティア登録者数..... 1,461人

▶
▶

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成27年10月1日現在）

12月

31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、いただいたご寄附・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
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三重県建築士事務所協会様から
ご寄附をいただきました

　9月11日（金）、桑名市のホテル花水木で、一般社団
法人 三重県建築士事務所協会 桑名支部設立50周年記
念式典の席上で、いなべ市をはじめ桑名市、東員町、
木曽岬町の社協へいただきました。

　いただいたご寄附は、いなべ市内での地域福
祉推進のための、貴重な財源として大切に使わ
せていただきます。
　ありがとうございました。
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