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　丹生川久下老人クラブさん主催の「ふれあいサロン」に、丹生
川保育園の園児が招待され、参加された会員さんとの交流会を取
材しました。

　丹生川久下老人クラブさんの活動は、地区内の清掃活動や救急法の講習、認知症予防の講座をはじめ、
小さい子どもから高齢の方々までが参加される、ウォーキングイベントへの参加など多岐に渡ります。
この交流会は、毎年2月頃に開催されており、会員の方々や園児がとても楽しみにしています。

　この日は、丹生川保育園から57名の園児が参加しま
した。園児全員で歌を歌ったあと、4歳児は歌に合わせ
た手遊び、5歳児は自分たちが思い思いの色を塗って作
った「ぶんぶんゴマ」と「木ゴマ」の腕前を披露しました。
そのあと、招待していただいた老人クラブの皆さんへの
お礼として、リズムに合わせ“やさしい気持ち”で「肩た
たき」をしました。

　地域のおじいちゃん、おばあちゃんとの交流の後は、
先生による「人形劇」と普段、丹生川小学校で読み聞かせ
をされている、服部さんによる「だんごをなくしたおばあ
さん」の話に聞き入りました。
　帰りには、老人クラブさんから園児みんなに紙鉄砲と
ヨットの折り紙、お絵かき用のノートをプレゼントして
いただきました。この折り紙は老人クラブの役員の方々
による手作りのものです。園児からは、紙粘土で作った
「キーホルダー」を老人クラブの皆さんへ。色とりどりの
キーホルダーに皆さんとても嬉しそうでした。

　丹生川保育園の園児が地域を散歩しているときには、
いつも声を掛けていただき、とても喜んでいます。地域
で子どもたちを見守る環境って素敵ですね。

丹生川久下老人クラブとの交流会
～丹生川保育園～

おじいちゃん、おばあちゃん、
いつもありがとう！

ました。
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　今の時代、地域の困りごとを解決しようとしても、公的なサービスだけではすべて解決するこ
とはできません。また、一人でできることには限界があります。
　地域に住む住民や行政、関係機関、社協等がみんなで解決に向けて考え、取り組んでいくこと
が必要です。
　いなべ市社協では、地域住民同士が、自分たちの住む地域の福祉課題や困りごとを自分たちの
問題として受け止め、解決に向けて協議し、取り組んでいく住民主体の組織『福祉委員会』の設
置を進めています。

いなべ市社協は、福祉委員会の設置、運営を全面的に支援します！
福祉委員会の立ち上げを検討されている地域や興味を持たれた方は、ぜひお声かけください！

　概ね自治会から小学校区で組織され、地域の様
々な団体（自治会、老人クラブなど）、民生委員・
児童委員、ボランティアなどで構成されます。
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福祉委員会を進めています福祉委員会を進めています福祉委員会を進めています福祉委員会を進めています

福祉委員会はどんな組織？ 《福祉委員会の組織図》

福祉委員会

福祉委員

自治会・小学校区

民生委員・児童委員　老人クラブ

障がい者団体　子ども会

その他団体　ボランティア等

参 加

地域住民

　見守り活動やふれあいサロンなど、地域の実情
に合わせた活動を行います。
　また、地域の困りごとの解決に向けた話し合い
を行います。

福祉委員会は何をしているの？

　自治会等からの助成金、特定事業への助成金や
皆さんにご協力いただいている「赤い羽根共同募
金」の一部が充てられています。

福祉委員会の活動費は？

　社協だより第71号「頑張る地域の福祉活動」で紹介
した、中央ヶ丘の福祉委員会「中央ヶ丘みまもり委員
会」が、見守り活動の一環として地域サロン「Hot♥
ほっと」を開設しました。福祉委員会の取り組みが、
新たな繋がりをつくっていきます。

お問い合わせ先　北勢支所 地域福祉課　☎72-7788
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こころ 信ここここここここ 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。

はつらつクラブの仲間と一緒に。月1回の楽しみです。

今回は、いつも前向きで挑戦する
気持ちを忘れない、藤原町にお住
いの児玉よし子さん（75歳）をご紹
介します。

コーラスの発表会。椅子に座って堂々と歌います！

　児玉さんは、変形性膝関節症、股関節症により足腰が痛く、思うように動かなくなっ
てしまいました。コルセットを着けていないと、体に力が入らずうまく歩くことができ
ませんし、何かに掴まっていないと立っていることも難しいそうです。

　一人暮らしなので、家事をす
るのも大変、ご近所づきあいも
大変…と、たくさんの苦労があ
ります。ですが、そんな時に支
えてくれるのが、ずっと続けて
きたコーラスグループみどりの
存在とその仲間たちです。

コーラスと大切な仲間が心の支えに

　コーラスは長い時間立っていなければいけないので、それができない児玉さんは何度
もやめようと思いました。発表会に出てもみんなが立っている中、一人だけ椅子に座っ
て歌うことが恥ずかしいと思うこともありました。ですが仲間たちは、“そんな事は気
にしない”と言わんばかりに声をかけてくれます。みんなに支えられ、「恥ずかしいと
思うのをやめて、堂々と歌おう」と思えるようになりました。そして今回、「私の姿を
見て、少しでも誰かの励みになれば」と話してくれました。

　児玉さんの活動は、コーラスだけではありません。四季の家やセブンメート（はつら
つクラブ）、ほんわかと、などたくさんの集いの場に参加。ふれあいサロンでは、ボラ
ンティアとしても活動しています。「遊んでばかりと言われるかしら」と笑う児玉さん。
それでも、人の集まるところに行くのが大好きなのです。そして、それが児玉さん自身
の心や体の健康につながっていることも、よく分かっています。

　もちろん悩みもありますが、そんな時は友
人とおしゃべりをしてたくさん笑い、くよく
よ考えないようにしています。いつも友人や
仲間たちへの感謝の気持ちを忘れない、そん
な児玉さんだからこそ、自然と周りに人が集
まってくるのですね。これからも前向きな気
持ちを忘れずに、どんどん地域で活躍される
ことを期待しています！

いつも感謝の気持ちを忘れません
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　いなべ市社協では、赤い羽根共同募金運動で皆さんから寄せられた募金を活用し、ボランティア団体
に対して助成を行っています。
　助成金の申請をするためには、いなべ市ボランティアセンターへの団体登録が必要です。

●いなべ市内で地域住民の福祉向上を目的に、ボランティア活動を実施する団体・グループ
●地域福祉の推進を目的としたコミュニティ活動、ボランティア活動、教育活動等を行う団体

●NPOなど法人格を有している団体
●運営上、財源に余裕があると認められる団体
●活動を開始してから満1年を経過していない団体（活動実績が1年以内）
●公的な補填や他の機関からの助成金などが主な財源となっている事業
●政治、宗教、組合などの活動またはその手段として行う事業
●飲食代、入場料、個人保険など、本来自己負担として考えられる経費

いなべ市社協　様式 検索

赤い羽根共同募金

ボランティア団体助成金

以下に該当する場合は対象外となります。

（平成29年度に計画している事業が対象）
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事前に申請した内容の事業を3月31日までに実施していただきます。

助成金情報

赤い羽根共同募金
運動の実施
10月1日～12月31日

対象となる団体

1団体につき上限20万円
※申請書類の審査と現地調査等を実施し、事業の必要性や緊急性等を考慮したうえで交付の可否・助成
額を決定します。

助成額

　申請書類に必要事項を記入のうえ、北勢支所まで提出してください。申請書類はいなべ市社協本所・
各支所窓口にあります。またホームページからもダウンロード可能です。

申請方法

申請から決定まで

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

申請受付
4月15日（金）
まで
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　おもいやり駐車場は、「三重おも
いやり駐車場利用証」を交付された
方が利用できる駐車場です。

おもいやり駐車場を利用する場合は
必ず利用証が必要です

おもいやり駐車場を利用する場合は
必ず利用証が必要です

おもいやり駐車場を利用する場合は
必ず利用証が必要です

「おもいやり駐車場」はどんな人が使えるの？

　おもいやり駐車場を利用する際には、駐車
した車両のルームミラーに必ず「おもいやり
駐車場利用証」を掲示する必要があります。
交付された利用証が他の人からも見えるよう
に、必ず掲示しましょう。

どのように利用すればいいの？

　「おもいやり駐車場利用証」をお持ちでない方、利用証の掲示のない車両は、おもいや
り駐車場を利用することはできません。また、施設やその他の福祉事業所、公用車などに
ついても同様に「おもいやり駐車場利用証」の掲示がない車両については、「おもいやり駐
車場」を利用できません。

皆さんへのお願い

お問い合わせ先　いなべ市役所 大安庁舎 人権福祉課　☎78-3563　FAX 78-1114

◆募集職種　社会福祉士（若干名）
　　　　　　保育士（若干名）
◆採 用 日　平成29年4月1日
　採用募集に関する詳細につきましては、
4月にいなべ市社協ホームページに掲載
いたします。

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　採用 検索

正規職員の募集について
平成29年度採用
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インフォメーション
Information

バナー広告掲載事業所募集
　民間企業や事業所様の広告が掲載できるよう、
いなべ市社協のホームページにバナー広告枠を設
置しており、掲載事業所を随時募集しています。
掲載期間は1年間です。
　掲載ご希望の方は、広告掲載申請書に必要事項
を記入の上、下記まで提出してください。
　申請書はホームページからダウンロード可能で
す。バナー広告のリンク先はWEBページの他、
Facebookページでも構いません。掲載画像のサ
イズは次のとおりです。
◆サ イ ズ　縦60ピクセル×横120ピクセル
◆画像形式　GIF・JPEG・PNG
◆容　　量　4KB以下
◆そ の 他　掲載する画像が変化するものなど、

特殊な加工が施されているものは、
ご遠慮ください。

子育てを楽しもう！
～ 子育て支援センター おたよりから ～

赤ちゃんへの読み聞かせ
　赤ちゃんの聴覚は、お母さんの体内にいる
ときに既に完成しています。赤ちゃんは生後
すぐに人の声を判別できるようになっている
ので、絵本の内容がわからなくても、父親や
母親の声を聴いて安心します。大好きな人の
膝に抱っこされて、あるいは、ごろりと一緒
に寝転んで、親子の互いの温もりを感じなが
らする読み聞かせタイムは、赤ちゃんにとっ
て至福の時です。心を込めて読んでもらう絵
本の言葉は、お母さんのおっぱいのように赤
ちゃんの心を育てます。赤ちゃんの読み聞か
せは、絵本に書かれた文字を読むことばかり
にとらわれず、歌を歌ったり、絵を見ながら
話しかけたりしてもいいのです。「絵本に書
かれた物の名前を教えたり、言葉を教えたり
するもの」ではなく、お父さんやお母さんの
声を聞かせて一緒に楽しい時間を過ごすこと
が一番の目的です。

おすすめの絵本
「いないいないばあ」
　生後5ヶ月～8ヶ月になると社会性
が出てきはじめ、「いないいないばあ」
といった遊びにとても興味を持ちます。

次に何かが起こるかを期待し、想像して楽しむ遊び
は子どもの知育にとても有効です。

《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
を掲載している民間企業や事業所様が運営しているホ
ームページなどが閲覧できるものです。

「じゃあじゃあびりびり」

はっぴい・はあと　☎78-0246
すこやかランド　　☎72-8488

　赤ちゃんの大好きな擬音語で、身近
な物の名前と形、音がすべてつながっ
て登場します。

　いなべ市社協では、市内にある子育て支援
センターのうち、はっぴい・はあと（大安
町）とすこやかランド（北勢町）の運営を行
っています。子育て支援センターは、子育て
についての相談や情報提供のほか、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。ぜひ
ご利用ください。申し込み・お問い合わせ先

　本所 総務課　担当：伊藤（伸）
　☎78-3543　　 kikaku@inabewel.or.jp
　※月曜日から金曜日 8：30～17：15（土日祝除く）
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こどもの日みどりの日憲法記念日

四季の家いなべ

四季の家ふじわら四季の家だいあん

四季の家いなべ

四季の家ふじわら四季の家だいあん

昭和の日

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

四季の家ふじわら

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）

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
4月1日から5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

5月

▶人口.............45,941人
▶世帯数.........17,264世帯

▶65歳以上高齢者数.......... 11,679人
▶高齢化率........................... 25.4％
▶ボランティア登録者数..... 1,501人

▶
▶

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成28年2月1日現在）

4月

29日 30日 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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いこい

新たな福祉人材が誕生しました
～介護職員初任者研修 修了式～

　昨年12月10日（木）、平成27年度介護職員初任者研修の修了式を行い
ました。この研修は、高齢社会の進展に伴って、高齢の方や障がいのある
方の介護ニーズが高まる中、介護を支える福祉人材として、基本的な知識や技術を身に付けていただけ
るもので、ご家族の介護や地域でのボランティア活動、介護職への就業を考えられている方々を対象に
実施したものです。約半年間という長丁場ではありましたが、市内外から20名の方が受講され、無事に
皆さんすべてのカリキュラムを修了され、修了証の授与を行いました。また、受講生からの要望もあり、
1月28日（木）には、認知症サポーター養成講座を開催し、「オレンジリング」を受け取っていただきまし
た。介護を支える福祉人材として、皆さんの今後のご活躍を期待しています。

オレンジリングとは…
　「認知症を知り地域をつくるキャンペーン」の一環とし
て「認知症サポーター養成講座」を受けた人が「認知症サ
ポーター」となり、その目印となるものです。今年度、
いなべ市地域包括支援センターでは476名の認知症サポ
ーターを養成し、その中には100名のキッズサポーター
も含まれています。
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