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●じぶんの町をよくするしくみ「赤い羽根共同募金運動」 ▶▶▶P2-4
●「おでかけツアー」、
　「親子で行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のご案内 ▶▶▶P4-5
●生活交流会のご案内 ▶▶▶P6

オレンジ工房あ
げき
オープン！オープン！



ひとりひとりのやさしさが

じぶんの町を良くするしくみ
赤い羽根共同募金運動

　さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間
団体を支援するしくみとして、また、地域住民の
やさしさや思いやりを届ける運動として、地域住
民が主体になって運動をすすめています。
　赤い羽根共同募金は、地域住民自らの運動を応
援する「じぶんの町を良くするしくみ」です。い
なべ市においても自治会を通じてご協力いただい
ている戸別募金は、大変大きな役割を担っていた
だいています。

じぶんの町を良くする活動に

　募金は地域福祉を支える活動に使われています。
　いなべ市でも、社会福祉協議会の事業やボラン
ティア団体の事業をとおして、いなべ市に還元さ
れています。

募金はあなたの町を

あなたの町をやさしくします

やさしい思いを届けます

良くするために使われています
　地域で集められた募金は、その地域で使われま
す。約7割がじぶんの町での活動を応援する地域
助成に、約3割がじぶんの町を越えた広域での活
動を応援する広域助成へ使われています。

募金方法別割合（％）
平成27年度共同募金運動統計資料より（全国）

活動内容の分野別（対象者別）内訳
平成27年度共同募金助成結果から（全国）
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　高齢者、障がいのある方等を対
象とした安否確認を行っています。
（あんしん電話事業）

じぶんの町を良くします

いなべ市社協…3,015,000円

　今年度の募金は、平成30年度に次のような事業をとおして、
いなべ市を良くするために使われます。

より良い町にするために
　いなべ市の共同募金は様々な活動に使われていますが、共同募金の更なる活用を期待し、いなべ市社
協団体配分基準に該当する新規団体への「スタート・アップ助成金」、新規事業に対する「ステップ・ア
ップ助成金」による支援をしています。

●申 請 方 法　いなべ市社協大安支所へ所定の申請書を提出してください。
　　　　　　　※申請書は大安支所窓口にある他、ホームページからダウンロードできます。
　　　　　　　※受付窓口は大安支所のみです。
　　　　　　　※詳細はホームページにある事業要項をご確認ください。
●応募締切日　10月6日（金）大安支所窓口必着

スタート・アップ助成金
　新たに設立されるボランティア団体を
対象に、ボランティア団体設立にかかる
費用、事業の開始にかかる費用を1団体
につき上限3万円助成します

ステップ・アップ助成金
　新たな事業を行うボランティア団体を
対象に事業の開始にかかる費用、事業で
直接使用される用具類の購入費用を1事
業につき上限4万円助成します

福祉委員会設置推進事業
ひとり親家庭支援事業
住民たすけあい推進事業
おでかけツアー事業
ひきこもり支援に関する事業「まかろん」

あんしん電話事業
共同募金啓発事業
歳末ふれあい事業

ボランティア団体…1,542,105円

サンデーキッズ
あげきっ子民謡保存会
員弁地区更生保護女性会
朗読奉仕の会こもれび
朗読ボランティア「ほおじろ」
大安町おはなしの会くまのこ
バルーンアートの会
餅つきクラブ
レク・リエーション・ボランティア「たんぽぽ」　　　障がい者支援の輪ののはな （順不同）

子育てサロンさくらんぼ
北勢子育て応援団
阿下喜パトロール隊
朗読ボランティアなよの音
いなべ非常通信ボランティア
藤原おはなし会「こだま」
山口給食ボランティア
いなべ市在宅介護者家族の会だいふくの会

いなべおもちゃ病院
大安子育て応援団
まごころパトロール
桐林太鼓
いなべ防災ボランティアの会
ほんわかと
大安町手話サークル

32017.9



‘町のやさしい気持ち’集めてみませんか？
　「赤い羽根共同募金運動」は、町のやさしい気持ちを集める活動であり、じぶんたちの町をよくする
ための活動です。
　そんな「赤い羽根共同募金運動」の一つ街頭募金活動に参加してみませんか？
　街頭募金活動にご協力いただける方を募集いたします。この機会に、共同募金のことを知っていただ
き、じぶんの町をよくする活動に触れてみませんか。町のやさしい気持ちを集めてみましょう。

おでかけツアー 開催案内
　本事業は、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、いなべ市在住のひとり暮らしの高齢者の方に、
外出する機会と参加者間の交流の場を設けることで、交流の輪を広めることを目的に実施します。

●対　　　象　いなべ市在住の75歳以上のひとり暮らしの方　※介助の必要がない方
　　　　　　　原則、地域住民の方とペアでお申込みください。
●日　　　時　11月6日（月）9：00～16：00
●参　加　費　ひとり2,000円（昼食代含）当日徴収します。
●定　　　員　40名　先着順での受付となり、定員に達し次第受付を終了いたします。
●行　き　先　えびせんべいの里、まるは食堂旅館
●申 込 方 法　大安支所窓口で所定の申込書に必要事項を記入し、お申込みください。
●申込締切日　10月2日（月）

赤い羽根共同募金運動街頭募金活動にご協力いただける方募集
●応 募 方 法　大安支所窓口で所定の申込書に必要事項を記入し、

お申込みください。
　　　　　　　※複数でのお申込みも可能です。

※小学生以下の方が参加される場合は、保護者の
同伴をお願いします。

●応募締切日　希望する街頭募金日の1週間前まで
●事前説明会　9月29日（金）15：30～16：30
　　　　　　　（大安老人福祉センター）

※街頭募金活動参加に応募いただいた方を対象に実施します。都合がつく方のみ
の参加で結構です。

●実施日・会場　①10月  1日（日）10：00～12：00　・いなべっこ
　　　　　　　　②10月28日（土）10：00～12：00　・マックスバリュ北勢店
　　　　　　　　③10月29日（日）10：00～12：00　・イオン大安店
　　　　　　　　④11月25日（土）13：00～15：00　・聖宝寺もみじ祭り会場
　　　　　　　　⑤12月  2日（土）13：00～15：00　・ヨシヅヤ員弁店

《お申込み・お問い合わせ先》
地域福祉課（大安支所）担当：川瀬　☎78-3522　　daian@inabewel.or.jp
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親子で行こう！
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

　本事業は、赤い羽根共同募金の配分金を財源とし、いなべ市在住のひとり親家庭の親子に、親子
での貴重な体験・思い出づくりを目的として実施します。

●対　　　象　いなべ市在住のひとり親家庭の親子　※子どもは、20歳未満の方に限ります。
●日　　　時　11月26日（日）6：30～20：00（予定）
●参　加　費　大人ひとり（12歳以上）　　　7,600円
　　　　　　　小人ひとり（4歳～11歳まで）5,100円
●定　　　員　40名　先着順での受付となり、定員に達し次第受付を終了いたします。
●行　き　先　ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
●申 込 方 法　大安支所窓口で所定の申込書に必要事項を記入し、参加費を添えてお申込みください。
●申込締切日　10月26日（木）

※申込締切日以降のキャンセルの場合、参加費を返金できない場合があります。

《おでかけツアー、親子で行こう！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのお申込み・お問い合わせ先》
地域福祉課（大安支所）担当：川瀬　☎78-3522　　daian@inabewel.or.jp

　地域の人がお互いに声をかけ合い、支え合える『まちづくり』を一緒に考え、身近な地域で
のサロン活動などを支えてくれる担い手（サポーター）の養成講座を行います。

対　　象　いなべ市にお住いの方（原則、全てに参加できる方）
会　　場　北勢市民会館 2階 視聴覚室
参 加 費　無料
申込締切　9月29日（金）まで

※受講に際して、託児が必要
な方はお申し付けください。
保育士経験のある方などが、
講座の間、お子さんをお預
かりします。

がお互 声をかけ合 支え合え 『まちづく 』を 緒 考え 身

サロンサポーター養成講座

《お申込み・お問い合わせ先》
地域福祉課（大安支所）担当：小川智也　☎78-3522　　daian@inabewel.or.jp

11月29日（水）
10：00～12：00

11月15日（水）
10：00～12：00

11月  1日（水）
10：00～12：00

10月18日（水）
10：00～12：00

10月  4日（水）
10：00～12：00

楽しく、継続したボランティア活動を
～新たな発見、アイデア～

実際のサロン活動紹介

緊急的な対応について
高齢者や障がい者の特性について

コミュニケーションのコツ
聞き方（傾聴）、話し方など

安心して暮らせるまちづくりのために
～サロン活動のすすめ～

日　　程 内　　容

津市NPOサポートセンター
川北 輝 氏

四季の家
他活動団体

応急手当普及員
ママ’ Sクラブ

産業カウンセラー
丸山 悟 氏

いなべ市社協
稲葉 淑乃

主 な 講 師
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対　象　市内在住の精神保健福祉手帳所持者と付添いの方
日　時　9月24日（日）10：00～15：00
参加費　ひとり2,000円（当日徴収します。）
定　員　20名
行き先　山田観光ぶどう梨園（津市）
内　容　梨狩り（みかん、リンゴも…）へ行き、参加者の

皆さんとお話ししながら過ごす機会です。
申込締切日　9月19日（火）
その他　昼食は各自ご持参ください。
　　　　道中、道の駅に立ち寄ります。
　　　　集合場所や時間は、お申込み後にお知らせします。

精神障がい者生活交流会

秋の味覚を狩りに行こう

　9月に開所したオレンジ工房あげきを
利用して家族交流会を開催します。
対　象　いなべ市在住の療育手帳所持者

または発達障がいと診断された
方と、その付添いの方

日　時　10月15日（日）
　　　　10：00～14：00
会　場　オレンジ工房あげき
参加費　ひとり500円
　　　　（当日徴収します。昼食代含）
内　容　親同士、日頃の子育てや、将来

のこと等を話してみませんか？
また、子ども同士、身体を動か
したり工作活動をします。最後
は皆さんで、昼食を食べながら
親子交流をします。

申込締切日　10月10日（火）

　2ヶ月に1回のペースで、簡単なスポーツ・
運動や、文化活動を体験・経験する機会として
開催します。
対　象　いなべ市在住の療育手帳所持者または

発達障がいと診断された方と、その付
添いの方

日　時　10月22日（日）10：00～12：00
会　場　スパーク大安及び大安公民館
参加費　ひとり100円
　　　　（当日徴収します。付添いの方は無料）
内　容　ユニカール・茶道を予定しています。
　　　　※どちらか1つお選びください。
申込締切日　10月16日（月）
※12月以降の日程、内容は後日「社協だより」
でご案内します。日程ごとに募集しますので
ぜひご参加ください。

知的障がい者生活交流会

家族交流会の開催 レクリエーションスポーツ
文化活動の体験教室の開催

《生活交流会のお申込み・お問い合わせ先》
地域福祉課（大安支所）担当：小川智也　☎78-3522　　daian@inabewel.or.jp
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こ ろ 通信とここここここここここ ろろろろろこころ 通信信通信ホ とととととッッ

　メンバーは60代～70代の男女6名。民生委員・児童委員と
して活動していた頃、イベントで演劇を披露したことをきっか
けに「これからも続けたい！」と思い、自然な流れで劇団「き
らきらじーばーず」が誕生しました。毎月の定例会と、月1回
程度の練習日があります。衣装も小道具も、全てメンバーの手
作りです。

「きらきらじーばーずの誕生」

　メンバーには、元教育の専門家が多く、現在も子育て支援センターの応援団や、遊びの
会のスタッフとして活躍されています。高齢者施設の職員さんもいます。そのつながりで、

あちこちから声がかかり、公演回数も増え、毎月のよ
うに予定が入っています。出し物は、毎回「芝居⇒手
遊び⇒歌と踊り」ですが、その時々の観客に合わせて
内容を変えています。内容を考えるにあたり、子ども
向けにはこのようなものがよい、高齢者にはこのよう
なものが受けがよい…等、これまでの経験を活かして
意見を出し合います。

公演回数が増えてきました

《こころホッと通信への掲載希望、高齢者の福祉・介護・健康について困りごとのお問い合せ先》
いなべ市地域包括支援センター　☎82-1616　　hokatsu@inabewel.or.jp

　観客はただ観るだけではありません。「参加してと言
うと最初は皆さん乗り気ではありませんが、だんだんと
目がきらきらしてきますよ」と出し物は全てが参加型
です。コンセプトは、「メンバーも観客も、一緒になっ
て楽しもう」です。

みんなが楽しめます

　取材をさせてもらった7月18日は坂本地区のふれあいサロンでの公演でした。地域の
サロンでの公演は初めてとのこと。「緊張している」と言いながらも参加者の皆さんから

たくさんの笑いを引き出していました。「地域に
出て行くことは、自分たちにとっても勉強になる
ことが多いと思います。今後もやっていきたいと
思っています」と代表の平賀さん。劇団活動が、
メンバーの皆さんの元気の源にもなっていると思
いました。今後の益々のご活躍が楽しみです。

今後のご活躍が楽しみです

今回は、
劇団「きらきらじーばーず」

を紹介します

72017.9



弁護士（北勢）

四季の家だいあん

文化の日

勤労感謝の日

体育の日

四季の家だいあん

司法書士（北勢）

一般（北勢）

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）

★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
10月1日から11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...........45,699人
▶世帯数.......17,586世帯
▶65歳以上高齢者数
　...................11,966人
▶高齢化率...26.1％
▶ボランティア登録者数
　...................1,628人

数字で見る

 いなべ市
の福祉

（平成29年8月1日現在）

10月

11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

デイサービス悠庵
〒511-0264

いなべ市大安町石榑東2528-5
TEL 0594-78-4185 ／ FAX 0594-78-4185

〒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。

員弁支所・いなべ市社協ケアプランセンター

北勢支所・オレンジ工房あげき

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

TEL 0594-72-5130 ／ FAX 0594-72-5162

〒511-0428
いなべ市北勢町阿下喜2624-2（北勢福祉センター隣）
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

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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員弁郵便局
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西野尻駅
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R306

藤原小・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

えにしえにしえにし

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

　9月1日（金）より、「たんぽぽ作業所」と「ふじわら作業所」が
統合し、北勢体育館跡地に「オレンジ工房あげき」としてオ
ープンしました。
　「オレンジ工房あげき」は、生活介護事業・就労継続支援Ｂ型
事業・就労移行支援事業を行い、障がい者の「こんな風に働きた
い」「こんなことがしてみたい」「こんな挑戦をしてみたい」などの
願いを応援する「日中活動支援事業所」を目指していきます。
　また、新たな作業として「揚げあられの製造・販売」も取り入
れ、地域でのイベントなどで販売させていただきたいと考えてお
ります。今回、新たな事業運営として、短期入所事業も始めまし
た。オープンして間もない施設ではありますが、地域に求められ
る施設として成長していけるよう、皆さまの温かい応援をよろし
くお願いいたします。

「オレンジ工房あげき」

　「北勢支所」の窓口が「オレ
ンジ工房あげき」に移転しま
した。
　窓口移転にともない車椅
子・スロープとレクリエーシ
ョン道具の貸出窓口も「オレ
ンジ工房あげき」に移ります。
　これまで同様皆さまのご利
用お待ちしております。

北勢支所の窓口
　　 のお知らせ移転業所」と「ふじわら作業所」が

オープン！オープン！
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