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街頭募金へのご協力
ありがとうございました
街頭募金へのご協力
ありがとうございました

　11月26日（土）、11月27日（日）、12月4日（日）、12月10日（土）の4日間、赤い羽根共同
募金運動の一環として、市内各所にて街頭募金運動を実施しました。

　各会場たくさんの方にお越しいただき、善意の募金と共に温かいお言葉をいただきました。
　街頭募金にご協力をいただいた皆さんと、街頭募金活動にご参加いただいたボランティアお
よび関係機関の皆さんに厚くお礼を申し上げますとともに、4日間7会場で169,478円の募
金をいただきましたことをご報告いたします。
　皆さんのご協力に心から感謝いたします。本当にありがとうございました。
　ご協力いただきました募金は、「生活交流会事業」「歳末ふれあい事業」といった地域の福祉
活動に役立てられます。

ヨシヅヤ員弁店 聖宝寺

11月26日 12月4日 11月27日

マックスバリュ北勢店 いなべっこ

12月4日 12月4日

イオン大安店

12月4日 12月10日
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先生の思い先生の思い先生の思い

受講しての感想は…？受講しての感想は…？受講しての感想は…？

取材に伺って取材に伺って取材に伺って

いなべ総合学園高等学校で
認知症サポーター養成講座を開きました

　10月24日（月）いなべ総合学園高等学校で、いなべ市社協が実施している「出前講座」の一つとして
認知症サポーター養成講座を開きました。
　今回は授業の一環として、23人の生徒に「認知症」について知っていただくことができました。

認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？認知症サポーター養成講座とは？
　認知症の理解を深めると共に、認知症の方
やその家族を見守っていける人を養成する講
座となっています。

　先生は、この講座を申込んだ理由について、次のように話してくださいました。
「この講座によって、目の前の授業や学びが誰かの笑顔につながっていることを感じてほしい。オレ
ンジリングを一つの証として生徒達が、地域の担い手として貢献できるきっかけになればと考えてい
ます」

　講座終了後、生徒さんに感想を伺いました。
「近所に認知症の人がいるかはあまり意識していなかったので、今後意識して周りを見るようにした
いです」
「通学途中や道を歩いている時に、「認知症かな？」と思う人がいれば挨拶をし、様子を見ることが重
要だと感じました」
「地域に目を向けて、どのような人がいるか知るところから始めたいです」
　生徒さんのキラキラした表情から、嬉しい意見を聞くことができました。

　今回の講座によって、認知症に対する知識を深めていただけたと共に、地域に目を向けるきっかけ
作りになったのではないかと感じました。生徒さんの笑顔と元気で、地域もより明るくなることがで
きるのではないかと実感しました。
　受講していただいた生徒の皆さん、取材にご協力いただきましたいなべ総合学園高等学校の皆さん
ありがとうございました。

講座の雰囲気は真剣そのもの！！
認知症サポーター養成講座を修了した方には、

オレンジリングをお渡ししています。
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◆目　　的　地域で見守り・助け合いの活動をする住民参加型サービスの担い手である提供会員を養成
するために本講座を開催します。

◆対 象 者　市内在住で講座修了後、提供会員として活動していただける方
◆開催日時　平成29年3月 8日（水） 9：30～16：00（受付9：00～）
　　　　　　平成29年3月22日（水）10：00～16：00（受付9：30～）
◆会　　場　北勢市民会館 2階 視聴覚室
◆内　　容

『ハートキャッチいなべ』
提供会員養成講座のご案内

【ハートキャッチいなべ】とは
家事等の日常生活において手助けが必要な方（利用会員）と、手助けができる方（提供
会員）が有償（非営利）で双方が助け合おうという“市民参加のたすけあい活動”です。

【提供会員】とは
利用会員の方へ、食事づくり、洗濯、掃除、買い物等のサービスを提供する会員です。

◆定　　員　30名程
◆受 講 料　無料
◆持 ち 物　筆記用具、昼食、お茶など
◆申込締切　平成29年2月23日（木）
◆申 込 先　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　小森・服部
　　　　　　☎72-7788（氏名、住所、連絡先、年齢を教えてください）
　　　　　　※お申し込み時に知り得た個人情報は、本養成講座以外には、一切使用いたしません。

平成29年3月8日（水）
講　　座 時  間 講　師

オリエンテーション
～ハートキャッチいなべについて～

介護保険制度
～新しい総合事業について～

自立に向けた介護
高齢者の特徴と対応
認知症の理解

コミュニケーションの手法
訪問マナー（守秘義務）

9：30～10：00

10：00～11：00

11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

15：00～16：00

いなべ市社協　稲葉淑乃

いなべ市役所 長寿福祉課
川崎昭紀

いなべ市社協　稲葉淑乃

平成29年3月22日（水）
講　　座 時  間 講　師

生活支援体制整備事業について

生活援助サービスの実際

10：00～11：00

11：00～12：00

生活支援コーディネーター
畑中美奈子

いなべ市社協　稲葉淑乃

緊急時の対応 13：00～14：00
いなべ市社協
応急手当普及員

ハートキャッチいなべ活動説明 14：00～16：00
ハートキャッチいなべ
コーディネーター
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地域包括支援センターのご紹介地域包括支援センターのご紹介

専門職が
「チーム」となって
支援します。
お気軽に

ご利用ください。

専門職が
「チーム」となって
支援します。
お気軽に

ご利用ください。

どんな『困った』も
相談してください

（総合相談）

　地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です。
　地域で暮らす高齢者の皆さんが、いつまでも住みなれた地域で安心して
健やかに暮らせるよう、さまざまな面からサポートします。

「おれん家 ガフェ」
ぢ

「おれん家 ガフェ」認知症の人
と

認知症の人
と

家族の家族の
認知症の人

と

家族の

　平成28年度第4回（11月20日）の「おれん家 ガフェ」で、一足早くもちつき大会を開催し
ました。
　「おれん家 ガフェ」では、誰もが一緒に楽しんだり、相談したり、お互いを理解し合える場と
して平成28年5月から隔月開催しています。
　あんこ・きなこ・菜もち・しょうが
もちの4種類のつきたてのおもちをお
いしそうにほおばり、「幸せや～」と
微笑んでいました。
「昔取った杵柄」
「まだまだ若い者には負けません！」
「杵なんて軽い！軽い！」
「年期の入ったわしの手ならアツアツ
の餅を丸めるのもなんのその！」
と参加者みんなが活躍していました。

　「おれん家 ガフェ」の詳細はホームページでも確認いただけます。興味をお持ちの方の参加を
お待ちしております。

　必要な支援を把握し、適切なサ
ービスや関係機関、制度につなげ
る等の支援をします。

みなさんの『安心』を
支えます

（包括的・継続的ケアマネジメント）

　地域のケアマネジャーさんや関
係機関と連携し、暮らしやすい地
域にするための取組みをします。

『権利』を守ります

（権利擁護）

　虐待の防止や早期発見、お金の
管理や契約、消費者被害の防止な
ど、高齢者のみなさんの権利を守
ります。

あなたの『元気』を
応援します

（介護予防ケアマネジメント）

主任
ケアマネジャー

保健師
社会福祉士

ぢ

　適切な介護予防をおこない、で
きる限り自立した生活が送れるよ
う支援します。

開催中

●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
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土曜参観＆子育て講演を行いました
　11月5日（土）に山郷保育園で土曜参観があり、5歳児は家族の方に
竹馬づくりをしていただきました。家族の方に作ってもらい、早速練
習！竹馬を持ってもらって、とってもいい顔で取り組んでいました。
　第二部は、毎年行われている保護者向けの講演会。今年も地域の方
にお願いして『幼児期から思春期を見通した子育て』について大変わ
かりやすいお話をしていただき、保護者も熱心に耳を傾けていました。

ハーモニカ演奏と歌を楽しみました
　11月15日（火）に員弁西保育園で員弁町在住の伊藤春男さんを中心
とした、6人の地域の方々のご協力により『ハーモニカ演奏＆歌う会』
をしていただきました。
　某コマーシャルでもお馴染みの♪おとぎ話の三太郎♪のハーモニカ
演奏からはじまりました。
　ソロの演奏や6人全員でアンサンブルの演奏をしていただいたり、
園児達のよく知っている歌もあり、保育士や園児達も一緒に歌ったり、
口ずさんだりしながら、楽しい時間を過ごすことができました。

障がい者日常生活訓練事業「LUTE」前期訓練生募集

平成29年4月から開始する前期訓練生を募集します

　中・軽度の知的障がいのある方を対象に、地域で自立した生活ができることを目的に日常生活訓練を
実施しています。訓練生はそれぞれ、「洗濯が上手にできるようになりたい」、「いろいろな人と仲よく
できるようになりたい」、「料理ができるようになりたい」など、それぞれ目標を持って取り組んでいま
す。また、見学等も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

　希望される方は所定の申請書に必要事項を記入の上、北勢支所に提出してください。申請書は北勢支
所窓口に設置しているほか、ホームページからダウンロードできます。
定　　員　4名
応募資格　市内在住の療育手帳（中・軽度）をお持ちで、訓練を希望

する方
選考方法　個人面談
訓練期間　平成29年4月～平成29年9月までの水曜日・金曜日
　　　　　（2時間程度）
訓練内容　洗濯機や掃除機の使用方法、調理器具を使った調理、公共

交通機関の利用方法など。
訓練場所　市内施設（ボランティア会館、ナナイロハウス）
申込締切　平成29年3月3日（金）まで
お問い合せ先　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　久保田
　　　　　　　☎72-7788

ル ート

速練速速練練練練練
た。た。た。
のののの方の方の方方の
変わ変変わわわわわ
した。したた。た。したし

たたたたたたたたたたたた
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生活交流会のご案内 生活交流会は参加者やボランティアとの
交流や仲間づくりを目的に開催しています。

障がい児・者生活交流会

生活交流会ボランティアの募集について

精神障がい者生活交流会
　日本昭和村と犬山城下町をめぐり、万華鏡作り
体験や、美味しい昼食（バイキング）を食べなが
ら参加者同士で交流を行います。
※詳細についてはお申し込み後にご案内させていただき
ます。
日　　時　平成29年3月4日（土）
　　　　　8：30～16：00
対　　象　市内在住の療育手帳をお持ちの方およ

び発達障がいと診断された方と付添い
の方

定　　員　40名（20組） ※先着順
参 加 費　2,600円／人（昼食代含む）

※当日徴収させていただきます
※付添いの方が2名以上同行される場合、
別途付添いの方の入場料600円が必要と
なります

申込締切　平成29年2月17日（金）

　参加者みんなで、美味しくて楽しい世界で一つ
だけのオリジナルピザ作りやはじめての方でも楽
しめる愉快なゲームで参加者同士が交流を行いま
す。
日　　時　平成29年3月12日（日）
　　　　　10：00～14：00
会　　場　北勢福祉センター 2階 調理室
対　　象　市内在住の精神保健福祉手帳をお持ち

の方と付添いの方
定　　員　40名（20組） ※先着順
参 加 費　100円／人

※当日徴収させていただきます
持 ち 物　エプロン、三角巾
申込締切　平成29年3月3日（金）

はじめよう ふくしでまちづくり 成年後見制度に
関する啓発セミナー

（法人後見事業）

　住民の社会参加意識は高まりを見せ、『地域のことは
地域で解決していこう』といった住民主体による住民自
治の取り組みが活発化してきています。
　このたび、住民主体の「地域づくり」について理解を
深めることを目的に、先進事例の紹介を含めた講演会を
開催いたします。
　日頃、地域の様々な場面で活躍されている皆さんのご
参加をお待ちしております。
日　時　平成29年2月19日（日）
　　　　10：00～12：00（開場9：30より）
内　容　講演　テーマ『地域づくりのこれから』（仮称）
講　師　皇學館大学教育開発センター
　　　　　　　　　　　　　　准教授　板井 正斉 氏
　　　　三重県社会福祉協議会　主事　山口 訓広 氏
会　場　大安公民館 2階 大会議室

日　時　平成29年3月18日（土）
　　　　10：00～12：00
内　容　成年後見制度についての解説と

日頃の支援活動で大切にしてい
ることやポイントなど

講　師　弁護士　辻　龍範
　　　　（三重くわな法律事務所）
会　場　北勢市民会館 2階 視聴覚室
参加費　不要

《お問い合せ先》　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　小川智也　☎72-7788

※事前申し込み等は要りません。直接会場にお越しください。

※お申し込み時に知り得た個人情報は、 生活交流会以外には、一切使用いたしません。

《お申込み・お問い合せ先》　いなべ市社協 北勢支所 地域福祉課　小川健　☎72-7788

ご協力いただける方は、各申込締切までに担当へご連絡ください。
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弁護士（北勢）

司法書士（北勢）

司法書士（北勢）

四季の家ふじわら四季の家だいあん

一般（北勢）

春分の日

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

一般（藤原）

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
　　　　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～
※8：00の時点で気象警報（大雨警報、洪水警報、
大雪警報）、地震に関する情報（地震注意情報）
が発令されている時は四季の家は休みます。
※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
2月1日から3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 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

3月

▶人口.............45,828人
▶世帯数.........17,458世帯

▶65歳以上高齢者数.......... 11,863人
▶高齢化率........................... 25.8％
▶ボランティア登録者数..... 1,997人

数字で見る
 いなべ市

の福祉
（平成28年12月1日現在）

2月

建国記念の日
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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
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 はっぴい・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

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

　いなべ市社協も賛同し活動を続けておりました、エコキャップ運動は平成29年
3月31日をもちまして終了させていただきます。ご協力をいただきました皆さん、
ありがとうございました。
　エコキャップ運動とは、ペットボトルのキャップを収集することで、世界のこど
もたちの支援に繋がるというものです。ペットボトルのキャップはリサイクルする
ことで、新しいプラスチック用品に加工されます。こうして得られた収益は、発展
途上国のこどもたちのワクチンなど、世界のこどもを支援する活動に活用されます。
　いなべ市社協での回収活動は終了となりますが、イオングループ様などではこれ
からもエコキャップ運動を継続されておられますので、引き続き皆さんのご理解ご
協力をよろしくお願いいたします。

エコキャップ回収にご協力いただき
ありがとうございました
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