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員弁西保育園・子育て支援センター「なかよしひろば」の
運営をはじめました

　4月1日より、員弁西保育園と同敷地内にある子育て支援センター「なかよしひろば」の運営をはじ
めました。
　員弁西保育園の活動は、園児及び保護者に安心していただき、地域に根ざした保育を目指します。
　また、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、親子で遊べる場・交流の場
として子育て中のご家族を応援する拠点ですので、お気軽にご利用してください。

今までと変わらない保育理念・保育目標のもとに園児の笑顔があふれる活動を行います。
★保育理念
　　子ども一人ひとりを大切にし、子どもが幸せな生活を送れるように保護者や地域社会と
　　力を合わせた保育を目指す。
★保育目標
　　●豊かな心、健康な身体を育てる
　　●思いやりをもって、友達と十分に遊べる子どもを育てる
　　●身の回りのことが自分でできる子どもを育てる
　　●自分で考え、最後までやり遂げる力を育てる
※保育園への入園希望については、保育園に直接相談してください。
　員弁西保育園　☎74-4182

★所在地・連絡先
　　いなべ市員弁町石仏1868-1（員弁西保育園内）　☎74-5829
★対象
　　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
★利用日時（開所日時）
　　月・火・水 … 9：00～12：00／ 13：00～15：00
　　木・金 ……… 9：00～12：00
★遊び場の提供
　　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。
★子育て相談
　　●電話相談 … 月曜日～金曜日
　　●面接相談 … 随時行っているので、スタッフまで声をかけてください。
★活動内容
　　●ブックスタート（6ヶ月児対象）
　　●ブック・REスタート（満2歳児対象）
　　●1歳おめでとう訪問
　　●通信（なかよしひろば）の発行（毎月1回）
　　●出前広場の開催

なかよしひろば

員弁西保育園
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石榑保育園・三里保育園・丹生川保育園・山郷保育園で

園庭開放・子育て相談 はじめます
石榑保育園・三里保育園・丹生川保育園・山郷保育園で石榑保育園・三里保育園・丹生川保育園・山郷保育園で

園庭開放・子育て相談 はじめます
石榑保育園・三里保育園・丹生川保育園・山郷保育園で

園庭開放・子育て相談 はじめます

　毎月1回2時間程度、小学校入学前のお子さんが安心して遊べる場所として園庭を開
放します。
　固定遊具はもちろん、砂場、三輪車などご自由にお使いください。
★利用していただける方
　小学校入学前の乳幼児と付添う保護者
★6月・7月開放日時

園庭開放

実 施 園 開 放 日 時

石榑保育園

三里保育園

丹生川保育園

山郷保育園

6月23日（木）　9：30～11：30
7月21日（木）　9：30～11：30
6月24日（金）　9：30～11：30
7月19日（火）　9：30～11：30
6月14日（火）　9：30～11：30
7月12日（火）　9：30～11：30
6月23日（木）　9：30～11：30
7月27日（水）　9：30～11：30

　偶数月の9：30～11：30の間に市内在住の方を対象とし、子育てに関する相談を受け
ます。
　子育てについての悩みごとなどをお話し、気持ちをすっきりしませんか。
　子育て及び保育に経験豊富な主任保育士が対応します。
★6月相談日時

子育て相談

実 施 園

※相談には事前の予約をお願いします

連 絡 先

石榑保育園

三里保育園

丹生川保育園

山郷保育園

☎78-0245

☎78-1391

☎78-2086

☎72-2624

実施日及び相談時間

6月1日（水）

6月10日（金）

6月21日（火）

6月17日（金）

9：30～10：30
10：30～11：30
9：30～10：30
10：30～11：30
9：30～10：30
10：30～11：30
9：30～10：30
10：30～11：30

い。
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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  ☎82-1616

ホ ととととととッッ

「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。

今回は、北勢町阿下喜の
赤神ラジオ体操グループを
紹介します。

　水曜日を除く毎日8：50頃から始まります。雨や大雪
の日は中止ですが、少しの雨なら行います。場所は山口
屋家具店さんの東側駐車場。

　みんなで輪になり、音楽をかけてスタート。空の飛行
機を眺めたり、話をしたりしながらラジオ体操第1をし
ます。この日の参加者は7人。現在のメンバーは60代
～80代の8人です。
　始まりは一昨年の9月頃。「ラジオ体操を続けたいと
思って、近所の人に声をかけて一緒にするようになった
のです。それからだんだんと自然にメンバーが増えまし
た。」とリーダー的存在の水元さん。

　用事のある人は先に帰りますが、9：30頃まで話に
花が咲くこともあります。冗談も言って、皆さん笑顔、
笑顔です。
　「誰もが楽しいと思える話をするように心がけてい
ます」と水元さん。
　以前はご近所といっても挨拶をする程度でしたが、
ラジオ体操を通して交流が深まりました。話をするこ

とでお互いの距離が縮まり、世間の情報もわかります。
　参加者の中には1人暮らしの方もいます。足が悪いので杖をついてみえますが、ほと
んど休みなく参加しています。その方が2～3日参加されないと、他のメンバーが様子
を見に行くそうです。

「気兼ねのない集まりなので続けられます。体操に
出てこられるのが元気な証拠と思っています」
「皆さんの顔を見て声を聞くことで元気が出ます。
1人暮らしでも皆さんがいるので心強いですよ」
「率先してやってくれる人がいるので参加できてい
ます。本当にありがたいです」
　ラジオ体操をやってみたい人、一度参加してみませんか？赤神の方でなくても大歓迎
ですよ！と皆さんより。興味のある方はぜひのぞいてみてください。

参加者のみなさんの声です

さあ、ラジオ体操の開始です

ラジオ体操の後はおしゃべりタイム
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くらしサポートセンター縁

集いの場

情報発信・啓発

居場所

家族会

当事者会

個別支援

その他

　平成27年度より、『声を出しやすい・安心して話せる人や場所のある地域』を目指して、
いくつかの活動を実施させていただきました。その報告と共に、平成28年度に実施して
いく内容をお知らせいたします。

ひきこもりに関する支援事業 平成28年度へ！

　昨年8月1日に、『向き合える、きっと変われる』というテーマで
講演会を実施しました。多くの方に参加いただきました。

平成28年度 講演会の開催を予定しています。

ってもらいたい！

　地域からの情報（ふれあいマップ等）をもとに、実際に訪問をした結果、定期訪問や関係機関と連携
しての関わりへと繋がっています。（平成26年度5件、平成27年度2件）

平成28年度 ふれあいサロン等を訪問し、困りごとを抱える方や地域の状況などの聞き取りを行
います。

えてもらいたい！

参加

集いの場「まかろん」
　昨年10月より月1回開催して、平均8名の参加者があります。
参加者は、悩みなどを抱えているご本人、そのご家族、支援関係者
の方です。

平成28年度

今年度は、これまでに話し合われた調理や創作
活動を交えながら、参加者同士の関係が築ける
ように開催していきます。
また、個別相談できる時間を設けていきます。

一緒に えていきたい！

　右の図のように、集いの場「まかろん」を地域
づくりの拠点として、『みなさんと一緒にできる
こと』は何かを考え、話し合いながら、必要な支
援や活動に繋げていきたいと思います。

については、これまでに話し合われ、活動している
内容です。

については、これから検討していく例です。今後、
集いの場「まかろん」の中で話し合っていきたいと
思います。

◆集いの場「まかろん」
　日時：第1土曜日 10：00～12：00
　会場：北勢福祉センター 2階 中会議室
　　　　（いなべ市北勢町阿下喜2624-2）

◆本事業に関わる問い合わせ先
　いなべ市社協 北勢支所
　担当／小川（智）、服部
　☎72-7788
　Ｅ-mail：hokusei@inabewel.or.jp

げていきたい！

当事者・家族

支援関係者・
機関

社協

考

繋

教

知

まかろん

集いの場
「まかろん」
※地域・ネットワーク
づくりの拠点
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社協会費・日赤社資へのご協力お願いします

　いなべ市社協は、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、
様々な活動をおこなっています。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28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いたします。
　平成27年度の会費は5,935,000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。

三重ボランティア基金による助成金のご案内

◆助 成 額　1団体あたり20万円以内
◆応募期日　6月10日（金）
◆申請までの流れ
①申請書を各支所窓口でお受け取りください。
②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。
※提出の際、以下の書類を添付してください。
　●購入希望器材・器具の見積書
　●前年度（平成27年度）の収支計算書
　●当年度（平成28年度）の収支予算書
③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。

　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。

社会福祉協議会費〈社協会費〉

　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ます。
　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。

日本赤十字社活動資金〈日赤社資〉

【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

日本赤十字社
いなべ市地区目標額
5,969,000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　☎72-7788

④三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。
⑤申請いただいた団体へ結果を通知します。
※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。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。
　●三重ボランティア基金ホームページ 
　　http://www.miewel-1.com/vkikin/

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

6 いなべ市社協だより　第75号



インフォメーション
Information

介護予防教室合同OB会のご案内
介護予防教室って？
　介護予防教室は、一定期間、専門職の指導を受
けて運動機能の向上やもの忘れ予防のプログラム
に参加し、要介護状態になることを防ぐための教
室（通所型短期集中予防サービスC）です。
合同OB会って？
　介護予防教室を卒業された方や、地域における
通いの場に参加している方が一堂に会し、おしゃ
べり、体操、レクリエーションなどで交流を楽し
み、もっとも身近な介護予防が集いの場であるこ
とを実感してもらう機会が合同OB会です。
◆日時　第1回 6月9日（木）10：00～12：00
　　　　第2回 11月24日（木）10：00～12：00
◆会場　北勢市民会館 さくらホール
◆内容　椅子に座ってできる体操、レクリエーシ

ョン、介護予防に役立つ豆知識など
◆対象　介護予防教室（はつらつ・ハッスル・い

きいき）修了者・はつらつクラブ参加者。
また、活動に興味のある方など、どなた
でもご自由に参加できます。

　　　　※申し込み不要

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
保育園に苦情・要望の相談窓口を設置しています。皆さんからのご意見・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。
　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。

お問い合わせ先
　いなべ市社会福祉協議会 大安支所
　介護予防事業　担当：水谷・松岡
　☎78-3522

パート職員を募集しています
介護職員（1～2名）
◆勤務施設　いなべ市ふじわらデイサービスセン

ター
◆受付期間　随時（採用者が決まり次第終了）
訪問介護ホームヘルパー（2～3名）
◆勤務施設　いなべ市社協ホームヘルパーステー

ション
◆受付期間　随時（採用者が決まり次第終了）

平成29年度 正規職員募集
◆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

【職員募集に関する共通事項】
　応募資格、選考方法、その他詳細については、
ホームページ内にある「職員採用」ページをご覧
ください。

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）

●北勢地区　田尻いお子さん　☎72-2896　　●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

。

所
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一般（北勢）

四季の家ふじわら

海の日

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

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

一般（藤原）

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
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

7月

▶人口.............45,874人
▶世帯数.........17,328世帯

▶65歳以上高齢者数.......... 11,730人
▶高齢化率........................... 25.5％
▶ボランティア登録者数..... 1,513人

▶
▶

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成28年4月1日現在）

6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・ホームヘルパーステーション・大安デイサービスセンター

北勢町阿下喜2562-2
TEL 72-5130／ FAX 72-5162

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

山郷保育園
北勢町其原818

TEL・FAX 72-2624

員弁西保育園
員弁町石仏1868-1

TEL 74-4182／ FAX 74-4192
石榑保育園
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0245

員弁子育て支援センター なかよしひろば
員弁町石仏1868-1
TEL・FAX 74-5829

北勢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

大安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

Facebookホームページ twitter メール配信
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ふじわら高齢者
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いこい

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
是非お持ちください！

● デンソーハートフルクラブ大安 企画 ●

衣料はダンボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください
取扱い対象

新品

洗濯済

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、
シーツ

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）

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、ブレザージャケット、スカート、
　ワンピース、ベビー服

お願い
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。

※赤字の品は、東北被災地支援として活用させて頂きます

　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、日本救援衣料センターを通じ
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。
温かいご支援とご協力をよろしくお願いします。

衣料回収

日時 5月14日（土）9：00～12：00
【雨天決行】

場所

※5月10日（火）～13日（金）9：00～17：00の間、
　大安製作所「事務棟」で事前受取りも可能。

◆お問い合わせ先　（株）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　☎87-1221

（株）デンソー大安製作所 健保体育館

取扱わないもの

シミや傷み
の無い物を
ご提供くだ
さい

東日本大震災
被災地復興支援！

◆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〉キヤノン・エプソン・ブラザー（純正品のみ）

ベルマーク
回収

員のボランティアグループが中心と

にご協力ください
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