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　いなべ市社協では、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」、「料理ができるようになりたい」
等、目標を持って取り組んでいます。
　見学等もできま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、「たんぽぽ作業所」に提出してください。
申請書は各支所に設置しているほか、ホームページからもダウンロードできます。

10月から開始する後期訓練生を募集します

障がい者日常生活訓練事業「LUTE」
後期訓練生募集

　認知症の人やご家族、ボランティアの人など、どなたでも参加できる集いの場です。みんなで
一緒に笑い合って、楽しいひと時を過ごしてみませんか？気軽にお立ち寄りください。

● 7月16日（日）認知症予防レクリエーション
● 8月20日（日）第二の人生を

笑って過ごすコツを聞こう！
● 9月17日（日）お菓子作り
●10月15日（日）お出かけツアー
●11月19日（日）もちつき大会

●12月10日（日）園芸
（クリスマスバージョン寄せ植え）

● 1月21日（日）冬のエステ
● 2月18日（日）クラフト（ステンシル）
● 3月11日（日）音楽レクリエーション

の人やご家族 ボランティアの人など どなたでも参加できる集いの場です人 ご家族 ボ 人 ど ど 参加 集 場
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「おれん家 ガフェ」開催日程
認知症のひとと家族の

ぢ 　　　　　　　　　　

「おれん家 ガフェ」開催日程
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「おれん家 ガフェ」開催日程

《お問い合わせ先》　たんぽぽ作業所　担当：多湖　☎72-5130

《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　☎82-1616

★募集定員　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
★訓練期間　10月～3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、身だしなみの訓練など
★訓練場所　市内施設（オレンジ工房あげき、ナナイロハウス）
★申込締切　9月8日（金）まで

9月、10月、2月の内容が変更になりました
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いなべ市くらしサポートセンター縁のご案内の
えにし

こんなお困りごとはないですか？

こんなお気づきはないですか？

ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

《お問い合わせ先》
いなべ市くらしサポートセンター縁　☎78-3512　　　life-support@inabewel.or.jp

　いなべ市くらしサポートセンター縁では、様々な悩みに寄り
添い、困っていることを整理し、ご本人の状況に応じた様々な
支援を行います。また、相談内容によっては、適切な対応がで
きる専門機関へつなげていきます。
　窓口に来られない場合には相談員が訪問することもできます。
　ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

いろんな問題があって
どこに相談すればいいのか？

借金が多くて
悩んでいる

家計のやりくりに
困っている

家族が引きこもりに
なって心配だ

外出することが不安、
働く意欲がわかない

あの人、
食事はとれているの
だろうか？

最近、
お隣さんの顔を
みないな

働きたいけど、
どうしていいのか
わからない…

例えば
…

例えば
…

例えば
…
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いなべ・にほんご広場支援ボランティア
　市内在住の外国人の方たちと楽しく「日本語」を勉強している、ボラ
ンティアグループです。
日　　時　8月5日（土）、8月19日（土）、8月26日（土）
　　　　　19：00～21：00
体験内容　外国人の方と一緒に「にほんご」を学習するお手伝い
場　　所　北勢福祉センター 2階
定　　員　10名程度

東員点訳友の会
　視覚障がい者の生活・文化の向上に役立つための情報並びに図書の点
訳・点字の普及を通して、誰もが安心して暮らせる社会をつくることを
目的に活動しています。
日　　時　8月3日（木）または 8月17日（木）9：30～11：30
体験内容　活動のお手伝いや点字体験
場　　所　員弁健康センター
定　　員　5名程度

大安町おはなしの会くまのこ
　絵本や紙芝居の読み聞かせによる子育て支援を行っているボランティ
アです。
日　　時　8月の毎週土曜日14：00～15：00
体験内容　絵本や紙芝居の読み聞かせ活動のお手伝い
場　　所　大安図書館
定　　員　3名程度

子育てサロンさくらんぼ
　子どもたちが遊ぶ姿を見守りながら、親同士も会話やお茶を楽しめる
場所であり、子ども、親同士の仲間づくりの橋渡しをしています。
日　　時　7月28日（金）または 8月25日（金）10：00～12：00
体験内容　スタッフとして活動のお手伝い（会場準備や子どもの遊び相

手など）。当日はワークショップ（工作）
場　　所　イオン大安店 2階 大安ホール
定　　員　10名程度

はじめてのボランティア体験はじめてのボランティア体験はじめてのボランティア体験
　ボランティア活動に興味はあるけれど、きっかけがない方、これを機に「ボランティア体験」
をしてみませんか。
　「はじめてのボランティア体験」ではさまざまな分野の活動プログラムの中から、関心のある
活動を選んで参加して頂くことができます。みなさんの参加をお待ちしております！

7月18日（火）より受付を開始します
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《　　　　　》お申し込み・
お問い合わせ先

いなべ市ボランティアセンター（大安支所）　担当：小川（智）・服部・辻
☎78-3522　FAX78-3514　　 daian@inabewel.or.jp

朗読ボランティア（なよの音/ほおじろ/こもれび）
　目で情報を得にくい方々へ、いなべ市広報誌「Link」や「社協だより」な
どの情報を、声でCDやカセットへ録音し声の広報を配布しています。
日　　時　①7月26日（水）14：00～16：00
　　　　　②8月5日（土）10：00～11：30
　　　　　③8月7日（月）19：30～20：30
体験内容　①勉強会、発声練習など　②活動見学、ふきこみ体験　③活動見学
場　　所　①いなべ市市民活動センター　②北勢福祉センター　③旧丹生川保育園(丹生川小学校西側)
定　　員　いずれも3名程度

ふじわらデイサービスセンター
　健康チェックや入浴、食事、レクリエーションなど、ご利用される方の
状態に応じた機能の維持向上の支援をしています。
日　　時　7、8月の火曜日または金曜日
　　　　　9：30～12：00　13：30～15：30
体験内容　お話し相手（午前）、レクリエーション（午後）のお手伝い
場　　所　ふじわらデイサービスセンター
定　　員　2名（1日あたり）

たんぽぽ作業所
　障がいのある方に就労の機会を提供し、自主製品の生産活動などを通し
て知識と能力の向上に必要な訓練を行っています。
日　　時　8月21日（月）または 22日（火）9：00～15：45
体験内容　お話し相手、訓練などのお手伝い
場　　所　たんぽぽ作業所
定　　員　2名程度

◆参加費は無料です。ただし、活動内容によっては昼食代等が必要な場合があります。　◆参加
ご希望の方は、電話、FAX、メールのいずれかで、次の①～④の内容をお知らせください。①氏
名　②住所　③連絡先　④体験希望団体名　◆各体験に必要な準備物、注意事項などの詳細はお
申し込み後にご案内します。　◆複数申し込みは可能ですが、定員を上回るお申し込みの場合は
初回体験の方を優先させていただきます。　◆体験日の7日前までにお申し込みください。体験
日が合わない、普段の活動日が知りたい等という場合は、下記までご連絡ください。

あ～ちゃんのて
　子どもたちの笑顔を大切に、健やかな育ちを見守ることを目的に、手づ
くりのおもちゃや小物づくりの活動をしています。
日　　時　①8月1日（火）13：30～15：30
　　　　　②8月3日（木）13：00～15：00
体験内容　①本の読み聞かせ　②スタイづくり
場　　所　員弁子育て支援センター なかよしひろば
定　　員　いずれも3名程度
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山の日

四季の家だいあん

司法書士（北勢）

司法書士（北勢）

一般（北勢）

敬老の日 秋分の日

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

四季の家ふじわら

一般（北勢）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

★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
　時間　13：00～16：00

★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）

★四季の家…四季の家は誰でも自由にご参加
いただける、つどいの場です。
　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。

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
8月1日から9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 29日 30日

▶人口...........45,786人
▶世帯数.......17,619世帯
▶65歳以上高齢者数
　...................11,969人
▶高齢化率...26.1％
▶ボランティア登録者数
　...................1,552人

数字で見る

 いなべ市
の福祉

（平成29年6月1日現在）

8月

9月

《お問い合わせ先・予約受付》　いなべ市社協 地域福祉課（大安支所）　☎78-3522
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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

〒511-0205
いなべ市大安町大井田2705（いなべ市役所大安庁舎内）

〈 縁 〉
TEL 0594-78-3512 ／ FAX 0594-78-1114

〈日常生活自立支援センター〉
TEL 0594-78-1220

〒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

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

員弁町石仏1868-1
TEL・FAX 74-5829

北勢町其原818
TEL・FAX 72-8488

員弁子育て支援センター なかよしひろば北勢子育て支援センター すこやかランド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
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くらしサポートセンター縁・いなべ日常生活自立支援センター

　福祉・介護職場の人材不足を改善するため、就労希望者を対象に介護職員初任者研修を
実施し、資格取得後、福祉・介護職場に就労することを目的としています。

第２回 介護職員初任者研修の受講生募集第２回 介護職員初任者研修の受講生募集第２回 介護職員初任者研修の受講生募集

★募集期間　7月10日（月）～8月16日（水）（必着）
★研修期間　9月13日（水）～11月2日（木）
★受講場所　三重県社会福祉会館（津市桜橋2-131）
★応募要件　三重県に住民登録している離職者で満75歳未満の方
★募集定員　39名（応募者多数の場合は抽選）
★受 講 料　無料（教材費は実費負担）

《お申し込み・お問い合わせ先》
三重県社会福祉協議会 福祉研修人材部 福祉人材課 初任者研修担当　☎059-227-5160
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