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ボランティア団体助成金
平成31年度に計画している事業が

対象になります

いなべ市社協では、赤い羽根共同募金運動で皆さんから寄せられた募金を活用し、
ボランティア団体に対して助成を行っています。

対象となる団体

◇いなべ市内で地域住民の福祉向上を目的に、ボランティア活動を実施する団体・グ
ループ
◇地域福祉の推進を目的としたボランティア活動、教育活動等を行う団体

※助成金を申請するには、いなべ市ボランティアセンターへの団体登録が必要です。

助 成 額

1団体につき上限20万円
※申請書類の審査と現地調査等を実施し、事業の必要性や緊急性等を考慮したうえで
交付の可否・助成額を決定します。

以下に該当する場合は対象外となります

◇NPOなど法人格を有している団体
◇運営上、財源に余裕があると認められる団体
◇活動を開始してから満1年を経過していない団体（活動実績が1年以内）
◇公的な補填や他の機関からの助成金などが主な財源となっている事業
◇政治、宗教、組合などの活動またはその手段として行う事業
◇飲食代、入場料、個人保険（ボランティア活動保険）など、本来自己負担として考
えられる経費

は 赤い羽根共同募金運動で皆さんから寄せられた

助成金情報助成金情報助成金情報
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赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました
　全国一斉に展開された「赤い羽根共同募金
運動」で、市内外の皆さんから寄せられた善
意の募金総額は、2月28日現在 10,559件 
5,933,391円 です。

　ご協力いただいた募金は全額、三重県共同
募金会へ送金させていただき、市内各地で実
施される福祉活動の貴重な財源として活用さ
せていただきます。

申請から決定まで

申 請 方 法

募金の内訳

　申請書類に必要事項を記入のうえ、大安支所まで提出してください。申請書類は、
いなべ市社協本所・各支所窓口（大安・北勢・藤原）にあります。またホームページ
からもダウンロード可能です。

※申請受付は、4月6日（金）までとなります。
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《お問い合わせ先》　地域福祉課 担当：池田・川瀬　☎78-3522（3月30日（金）まで）
※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。

戸 別 募 金
法 人 募 金
街 頭 募 金
職 域 募 金
イベント募金
個 人 募 金

件
件
件
件
件
件

円
円
円
円
円
円

10,357
85
6
91
3
17

5,116,000
505,000
181,625
93,711
14,885
22,170

申請受付
4月6日（金）まで

赤い羽根共同募金運動の実施
10月1日～3月31日

事前に申請した内容の事業を3月31日までに実施していただきます。
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平成３０年度 青空教室（旧青空デイサービス）
利用者募集のご案内

平成３０年度 

利用者募集のご案内
平成３０年度 青空教室（旧青空デイサービス）

利用者募集のご案内
（室（ 空デデデデ空 空教室空教空教室（旧青空デ

いなべ市 介護予防事業いなべ市 介護予防事業いなべ市 介護予防事業

　花や緑とふれあい、育み、仲間と交流することで人の五感を刺激し、楽しみや喜びを共有する
ことで、心身の健康づくりを図ります。また、介護予防のための運動（体操・レクリエーショ
ン・ニュースポーツ）や脳トレなどにも取り組み、健康寿命を延ばしましょう。
　教室終了後は、個人やグループで家庭や地域で集える・通える場づくりを一緒に考えていきます。

知的障がい者生活交流会

レクリエーションスポーツ・文化活動の体験教室
　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　4月21日（土）10：00～12：00
場　　所　大安公民館 視聴覚室（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　春探しウォーキングと写真立てづくり
　　　　　※雨天時、「春探しウォーキング」は室内にてレクリエーション道具を
　　　　　　使用した内容に変更します。
申込方法　電話、メール
申込期限　4月13日（金）

対 象 者　おおむね65歳以上でいなべ市に住所を有する方
　　　　　身の回りのことと、園芸作業（軽作業）のできる方
利用期間　利用開始日から１年間
利用回数　月2回（隔週月・火・木曜日のいずれか）　年間24回（お一人当たり）
実施場所　いなべ市農業公園エコ福祉広場ガラスハウス（隔週月曜日コースおよび木曜日コース）
　　　　　大安老人福祉センター（隔週火曜日コース）
内　　容　花づくり、花壇づくり、花の手入れなどの園芸作業、草花を使ったクラフトづくり
　　　　　介護予防のための運動メニュー、脳トレなど
利用時間　10：30～15：00
利用料金　1回500円（別途昼食代500円）
定　　員　60名
送　　迎　あり
申込方法　下記までご連絡ください

《生活交流会のお申込み・お問い合わせ先》
　地域福祉課　担当：小川智也　☎78-3522（3月30日（金）まで）　　daian@inabewel.or.jp
　※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。

《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：小川吾郎・水谷　☎78-3522（3月30日（金）まで）
※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。
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正規職員募集
～安心して暮らしつづけていくことのできる社会の実現を目指して～

私たちと一緒に力を発揮しませんか！！

◆募集職種　社会福祉士
◆採用人数　若干名

※採用日は、平成31年4月1日です。

◆募集職種　保育士
◆採用人数　若干名

パート介護職員 募集しています
採用募集に関する詳細につきましては今後、いなべ市社協ホームページに掲載します。

勤務施設　ふじわらデイサービスセンター
募集人数　２名
勤務内容　デイサービス利用者の心身の状況

に応じた介護
受験資格　介護福祉士またはホームヘルパー

２級以上の資格、普通運転免許、
　　　　　介護職員初任者研修修了者
試験内容　個人面接
受付期間　随時 ※採用枠が満たされ次第終了

申し込み方法　所定の申込書をA4サイズ2枚に印刷し総務課へ提出
　　　　　　　（本会ホームページよりダウンロード可能）

勤務施設　いなべ市社協ホームヘルパーステ
ーション

募集人数　２名～３名
勤務内容　訪問介護ヘルパー
受験資格　介護福祉士またはホームヘルパー

２級以上の資格、普通運転免許、
　　　　　介護職員初任者研修修了者
試験内容　個人面接
受付期間　随時 ※採用枠が満たされ次第終了

《お問い合わせ先》
　総務課　担当：廣島・日沖　☎78-3543（3月30日（金）まで）　　recruit@inabewel.or.jp
　※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2942 にお問い合わせください。

新たな福祉人材が誕生しました新たな福祉人材が誕生しました

介護を支える
福祉人材として皆さんの
今後のご活躍を
期待しています。

　平成29年12月14日（水）、平成29年度介護職員初任者研修の修了式を行いました。市内か
ら9名の方が受講され、全員に修了証授与を行いました。

平成31年度

52018.3



こころ 信とこここここここ ろろろろろろこころ 信信通信ホ とととととッッ

　大安町在住 88歳女性Aさん。（今回紹介する方は、恥ず
かしがりやのためAさんと呼ばせていただきます。）
　初めてお会いした時、部屋に飾ってある作品の数々に驚き
ました。小さい折り紙を12個折って、それを合わせて作品
にしてあるくす玉がたくさんありました。「作品作りが楽し
い」と言われることにすごいなぁと感心し、いろいろと伺い
ました。

～想いを作品に乗せて～

　80歳になった頃、編み物で作った作品を友人からい
ただき、「どうやって作るのだろう」と思い、教えても
らったことがきっかけ。
　編み物で作品を作ることが一段落した3年前、折り紙
でひなまつりの作品を作ってみようと思い、本を見な
がら完成させたことから、折りはじめたそうです。それから季節の行事ごとに合わせ、
作品を作っています。

始めたきっかけは…

《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

　健康でないと作品は作れないので、まずは健康で
いたい！目が見えて、手先が動くうちは作品作りを
続けたいと意欲的です。

今後は…

　何事にも積極的に取り組もうと努力されており、折
り紙の作品作りの他に、ジグソーパズルや漢字パズル
を行い、頭の体操もしています。ジグソーパズルを完
成させた時が一番うれしく感じるそうです。

折り紙以外にも…

素敵な折り紙作品

　作品作りを生きがいとし、前向きに頑張る日々。
老人会の集まりで皆さんに配ったり、お孫さんの結婚式でおひとりおひとりに渡され、
皆さんに喜ばれています。それはひとつひとつの作品に想いが込められている証だと思
います。
　これからも前向きに頑張りたいという姿勢にいつも感銘をうけます。
　これからもぜひ元気で素敵な作品を作ってくださいね。
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ひきこもり・不登校に
悩まれている家族の集いの場

　集いの場「まかろん」では、ひきこもり・不登校で悩まれているご家族がひとりで悩んだ
り考えるのではなく、同じ思いの方々で集まって気軽に話せる場です。 心配ごと、悩みごと
がありましたら、ご一緒に話してみませんか？

ふくし総合相談ふくし総合相談ふくし総合相談ふくし総合相談
　福祉に関する相談窓口として、相談内容に応じて問題解決の手助けができるように福祉サー
ビスや関係機関等への情報提供、助言を行ないます。
　「どこに相談していいかわからない」「だれかに相談したい」「福祉サービスの情報が知りた
い」等、お気軽にご相談ください。

●前回は、進学や就職に関することを親や支援者の立場で情報共有をし、これ
からの生活に対する不安や期待を話し合いました。
●毎回、不登校児とその親の会（ボランティア団体）にご参加いただき、経験
談などの話を聞いていただけます。

日　時　毎月第１土曜日 10：00～12：00
場　所　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）
参加費　無料

◆開催日時等

員弁

大安

藤原

月曜日
水曜日
水曜日
金曜日
月曜日
金曜日

  9：00～12：00
13：30～16：30
  9：00～12：00
13：30～16：30
13：30～16：30
  9：00～12：00

員弁老人福祉センター

大安老人福祉センター

ふじわら社会福祉センター

開催中

4月4日～

4月2日～

会場 曜日 時　間 場　所 開始日

◆相談方法　来所でお受けします

《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：小川智也　☎78-3522（3月30日（金）まで）
※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。

ホームページまかろんお問い合わせフォーム▲

《お問い合わせ先》　地域福祉課 地域福祉係　☎78-3522（3月30日（金）まで）
※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。

「まかろん」
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弁護士（北勢）

みどりの日憲法記念日

四季の家ほくせい

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25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
4月1日から5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 31日

▶人口...........45,617人
▶世帯数.......17,663世帯
▶65歳以上高齢者数
　...................12,056人
▶高齢化率...26.4％
▶ボランティア登録者数
　...................1,901人

数字で見る

 いなべ市
の福祉

（平成30年2月1日現在）

4月

5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（3月30日（金）まで）
　　　　※事務所移転により、4月2日（月）から ☎41-2945 にお問い合わせください。
　　　　※4月から予約方法が変更になります。詳しくはお電話にてお問い合わせください。

昭和の日 こどもの日
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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 すこやかランド石榑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

本部機能移転に伴う、お問い合わせ先について本部機能移転に伴う、お問い合わせ先について本部機能移転に伴う、お問い合わせ先について
　平成30年度4月2日（月）から本部機能（現本所・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階へ移転するのに伴い、お問い合わせ先
の電話番号が下記のとおり変更になりますのでお知らせいたします。

本　所
　TEL　0594-78-3543
　FAX　0594-88-1052
大安支所・ホームヘルパーステーション
　TEL　0594-78-3522
　FAX　0594-78-3514

総務課
　TEL　0594-41-2942
　FAX　0594-41-2943
こども支援課
　TEL　0594-41-2947
　FAX　0594-41-2949
地域福祉課
　TEL　0594-41-2945
　FAX　0594-41-2949
ホームヘルパーステーション
　TEL　0594-41-2944
　FAX　0594-41-2949

3月30日（金）まで 4月2日（月）から

移転


