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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
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街頭募金へのご協力
ありがとうございました

いなべっこ

10月1日（日）

マックスバリュ北勢店

10月28日（土）

　10月1日（日）、10月28日（土）、11月25日（土）、11月26日（日）、12月2日（土）の5
日間、赤い羽根共同募金運動街頭募金活動を市内各所にて実施いたしました。

　「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、じぶんの町を良
くする活動です。そんな活動に賛同いただける方から、各会場でたくさんのやさしい気持ち
を集めることができました。
　じぶんの町を良くする活動にご参加・ご協力いただきました皆さんに厚くお礼申し上げま
すとともに、5日間5会場で131,250円のやさしい気持ちをいただきましたことをご報告い
たします。
　地域で集められた募金は「歳末ふれあい事業」「おでかけツアー」といった地域における様
々な福祉活動に役立てられます。

聖宝寺

11月26日（日）

ヨシヅヤ員弁店

12月2日（土）

イオン大安店

11月25日（土）
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精神障がい者生活交流会
冬の定番『鍋料理』を囲んで話し合おう

★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　2月25日（日）10：00～14：00
★場　所　北勢市民会館 2階 料理教室（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
★定　員　20名
★参加費　ひとり500円（当日徴収します。）
★内　容　参加者の皆さんで冬の定番「鍋料理」を食べながら、
　　　　　今後の活動内容について話し合います。
★申込方法　電話、メール
★申込期限　2月20日（火）

知的障がい者生活交流会
一日バス旅行で交流しよう
★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　2月4日（日）
9：30～16：00

★行き先　リニア鉄道館、魚太郎、
　　　　　えびせんべいの里
★定　員　40名
★参加費　ひとり1,700円（昼食代含、

当日徴収します。付き添い2
人目の方からは、ひとり
2,000円になります。）

★内　容　リニア鉄道館の見学と浜焼き
バーベキューで美味しい昼食
を食べながら、参加者同士で
交流を行ないます。

★申込方法　電話、メール
★申込期限　1月30日（火）

レクリエーションスポーツ
文化活動の体験教室の開催
　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　2月17日（土）
10：00～12：00

★場　所　大安老人福祉センター 1階
ひのきルーム（いなべ市大安
町大井田2704）

★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　音楽レクリエーション
★申込方法　電話、メール
★申込期限　2月13日（火）

《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）
☎78-3522　　 daian@inabewel.or.jp
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昼　休　憩

昼　休　憩

シニア世代介護職場
就労支援講座

◆開催目的
本講座は、生きがいや健康維持のために、働けるうちはいつまでも働きた
いという意欲の高いシニア世代の経験と技能を福祉・介護分野の活力維持
に繋げることを目的に開催いたします。

◆対 象 者
概ね75歳未満の方で
●いなべ市内の介護職場でフルタイムや週2～3回のパートタイムで働く
　意欲を持ってみえる方
●いなべ市内での社会貢献活動に意欲を持ってみえる方

◆開催日時・内容

講 義講 義講 義 2月26日（月）受付9：00～

オリエンテーション

よくわかる
介護保険制度と介護予防サービス

人権と尊厳を支える介護

自立に向けた介護

安全の確保と健康管理

認知症の理解

　9：30～10：00

10：00～11：30

12：30～13：30

13：30～14：30

14：30～15：30

15：30～16：30

いなべ市社会福祉協議会
稲葉 淑乃

講　　　座 時　間 講　　師

三重県介護福祉士会
会長　大田 京子 氏

三重県介護福祉士会
会長　大田 京子 氏

いなべ市社会福祉協議会
稲葉 淑乃

3月2日（金）受付9：00～

老化の理解 　9：30～10：30

障がいの基礎的理解 10：30～11：30

介護におけるコミュニケーション 12：30～14：30

働く職場の理解
（体験学習に向けて） 14：30～16：30

看護師　小林 桜子 氏

いなべ市社会福祉協議会
稲葉 淑乃

事務局

講　　　座 時　間 講　　師
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地域づくり座談会地域づくり座談会地域づくり座談会
　グループワーク形式で、河田さんと「みんなでつく
る地域の居場所」について語り合いましょう。
日　　時　3月11日（日）13：30～15：30
場　　所　員弁コミュニティプラザ
　　　　　（いなべ市員弁町楚原940）
講　　師　河田 珪子 氏
対 象 者　いなべ市在住の方、ご関心のある方
参 加 費　無料
申込方法　電話、メール
申込期限　3月2日（金）

●「実家の茶の間」代表
●新潟市支え合いのしくみ
　づくりアドバイザー
●平成15年から空き家を活用した常設
型の地域の茶の間「うちの実家」を開
始
●現在は地域包括ケア推進モデルハウス
「実家の茶の間・紫竹」を運営

◆場　　所　オレンジ工房あげき 2階 会議室（いなべ市北勢町阿下喜2624-2）
◆定　　員　10名程
◆受 講 料　無料
◆持 ち 物　筆記用具、昼食、お茶など
◆申込期限　2月13日（火）

《お申込み・お問い合わせ先》 地域福祉課（大安支所）担当：服部・小川（智）
☎78-3522　FAX78-3514
（講座名、氏名、住所、連絡先、生年月日を教えてください。）

《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）
☎78-3522　　 daian@inabewel.or.jp

体験
学習
体験
学習
体験
学習

3月9日（金）～14日（水）の期間で
市内事業所にて2日間実施

交流会交流会交流会 3月16日（金）18：30～20：00

昼　休　憩

3月8日（木）受付9：00～

介護の基本的な考え方

〈実技演習〉
移動・移乗、整容、衣類の着脱介助、

ベッドメーキング

〈実技演習〉
食事介助

レクリエーション

就労・活動に向けて

　9：30～10：30

10：30～12：30

13：30～14：30

14：30～16：00

16：00～16：30

三重県介護福祉士会
会長　大田 京子 氏

講　　　座 時　間 講　　師

三重県介護福祉士会
会長　大田 京子 氏

事務局

いなべ市社会福祉協議会
稲葉 淑乃

講師プロフィール
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▶対 象 者　いなべ市民
　　　　　　養成講座修了後、ハートキャッチいなべ提供会員として活動していただける方
▶場　　所　オレンジ工房あげき 2階 会議室（いなべ市北勢町阿下喜2624-2）
▶開催日時・内容

ハートキャッチいなべ提供会員
【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）と、活動を見守り支えていただける個人や団体が会員となり、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
　家事等の日常生活において手助けが必要な方（利用会員）に、食事づくり、洗濯
掃除、買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
▶申込期限　2月22日（木）

3月7日（水）受付9：00～

《お申込み・お問い合わせ先》 地域福祉課（大安支所）担当：服部・辻
☎78-3522　FAX78-3514
（講座名、氏名、住所、連絡先、生年月日を教えてください。）

オリエンテーション
～ハートキャッチいなべについて～
地域共生社会実現に向けて

～ハートキャッチいなべに期待すること～

　9：30～10：00

10：00～11：00

いなべ市社会福祉協議会
稲葉淑乃

講　　　座 時　間 講　　師

いなべ市
長寿福祉課　川崎昭紀 氏

自立に向けた介護 11：00～12：00

いなべ市社会福祉協議会
稲葉淑乃

高齢者の特徴と対応 13：00～14：00
認知症の理解 14：00～15：00

コミュニケーションの手法 15：00～16：00

3月14日（水）受付9：30～

生活援助サービスの実際
訪問マナー（守秘義務）

10：00～11：00
11：00～12：00

いなべ市社会福祉協議会
稲葉淑乃

講　　　座 時　間 講　　師

緊急時の対応 13：00～14：00 いなべ市社会福祉協議会
畑中美奈子

ハートキャッチいなべ活動説明 14：00～15：00 ハートキャッチいなべ
コーディネーター　田中禮子 氏

活動に向けての備え 15：00～16：00 事務局

成養 講座
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こ ろ 信とここここここここ ろろろろろろこころ 信信通信ホ とととッッ

　認知症の方などの介護は、周りの人から見る
と介護していることがわかりにくいため、誤解
や偏見を持たれることがあります。
　そこで、静岡県が「介護マーク」を作成しま
した。
　いなべ市においても、介護する方、される方
が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、
介護マークの配布、周知を行っています。

『介護マーク』をご存知ですか？
介護する人に優しいまちに

◎介護していることを周囲にさりげなく知っ
てもらいたいとき
◎駅やサービスエリアなどのトイレで付添う
とき

◎男性介護者が女性用の下着を購入するとき

例えばこんなときに

《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

いなべ市長寿福祉課（大安庁舎）　いなべ市大安町大井田2705　　☎78-3520
いなべ市地域包括支援センター　いなべ市北勢町阿下喜2624-2　☎82-1616
※いなべ市ホームページからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

配布場所

市内在住で介護マークが必要な方
配布対象者

◎本来の目的以外では、決して利用しないでください。
◎介護マークは適切に管理し、必要なくなった場合は各自で処分してください。

利用にあたっての留意事項

このマークを見かけたら、
温かく見守ってください。

首からかけられるケースに入れて
お渡しします。
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司法書士（北勢）

四季の家ほくせい春分の日

弁護士（北勢）

四季の家だいあん

振替休日

四季の家だいあん

司法書士（北勢）

一般相談（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

一般相談（北勢）

弁護士（北勢）

弁護士（北勢）

★一般相談の相談員は民生委員児童
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
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

▶人口...........45,654人
▶世帯数.......17,653世帯
▶65歳以上高齢者数
　...................12,032人
▶高齢化率...26.3％
▶ボランティア登録者数
　...................1,900人

数字で見る

 いなべ市
の福祉

（平成29年12月1日現在）

2月

3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

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

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。

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・いなべ市社協ケアプランセンター

〒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）

〈地域包括支援センター〉
TEL 0594-82-1616 ／ FAX 0594-72-3147

〈ケアプランセンター〉
TEL 0594-82-1728 ／ FAX 0594-72-3147

〒511-0292
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 ／ 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

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
デイサービス悠庵

石榑保育園
大安町石榑南335
TEL・FAX 78-0245

員弁西保育園
員弁町石仏1868-1

TEL74-4182／FAX74-4192

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

大安町石榑東2528-5
TEL・FAX 78-4185

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
地域包括支援センター
ケアプランセンター

員弁街道

至
員
弁
町

至
藤
原
町

北勢福祉センター
北勢庁舎

（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

本所・大安支所

至
東
近
江
市 至

関
ヶ
原

西野尻駅

三岐鉄道三岐線

コンビニ
R306

藤原小・中学校

藤原庁舎

藤原支所

藤原文化センター
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

Facebook

ホームページ twitter

本部機能移転のお知らせ本部機能移転のお知らせ本部機能移転のお知らせ
　平成30年度から本部機能（本所・地
域福祉課・ホームヘルパーステーショ
ン）をオレンジ工房あげき2階に移転い
たします。
　大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご
理解のほどよろしくお願いいたします。
　尚、平成30年度から大安・藤原の各
地区においても、ふくし総合相談窓口を
開設いたしますのでお気軽にご利用くだ
さい。

移転先：オレンジ工房あげき
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