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《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：位田・大西　☎41-2945

平成30年度

介護予防集いの会
平成30年度

介護予防集いの会
平成30年度

介護予防集いの会
平成30年度

介護予防集いの会

介護予防集いの会とは？

阿下喜温泉 体験ホール
10：30～12：00
5月21日（月）

誰でも
参加
できます

入場
無料

申込
不要

10月15日（月）
を予定

10月15日（月）
を予定

　地域における集いの場に参加している方や、介護予防
教室を卒業された方が、おしゃべりや体操、レクリエー
ションなどの交流を通じて、楽しく介護予防の大切さを
実感してもらう会です。

介護予防

“はつらつクラブ12団体”と“いなべ市社会福祉協議会”が協力して開催します

次回

持ち物
上ぐつ
水分
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　リフレッシュしていただける機会と
して、ギター弾き語りのアーティスト
（不登校のお子様をもつ保護者として、
支援活動へも参加されていた経験をお
持ちです。）に来ていただきます。

日　時　7月7日（土）10：00～12：00
場　所　北勢市民会館 2階 視聴覚室
　　　　（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）

7月は

　災害ボランティアセンターの円滑な運営を行なうため、運営協力員としての災害
ボランティアコーディネーターの養成、日頃からの防災意識を高め、減災活動の取
り組みを行える人材の育成を目的とします。

場　所　北勢市民会館 2階 視聴覚室
　　　　（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
講師名　いなべ市危機管理課　大月 浩靖氏
　　　　レスキューストックヤード　松山 文紀 氏
　　　　いなべ市社協　担当者
対象者　●市内に在住、在勤する満18歳以上の方

●全日程のカリキュラムを履修できる方
●ボランティア活動に関心があり、今後の活動
が行える方
●普通自動車の運転免許資格を有している方

定　員　約30名
参加費　無料
日　時
　6月30日（土）13：30～16：30
　7月14日（土）13：30～16：00
　7月28日（土）13：30～16：00
　8月　4日（土）13：30～16：30
申込方法　電話、メール
申込期限　6月25日（月）

いなべ市災害ボランティア
コーディネーター養成講座
いなべ市災害ボランティア
コーディネーター養成講座

《お申込み・お問い合わせ先》
　地域福祉課　担当：小川智也　☎41-2945　　chiiki@inabewel.or.jp

　集いの場「まかろん」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？

　相談カフェとして臨床心理士に直接
質問していただけます。また個別での
相談も対応いただけます。

日　時　6月2日（土）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）

　3月は、相談カフェとして臨床心理士
を交えて、親としての心構えや今後の支
援について話し合いました。
　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。また、
学習支援や就労等でご協力いただける団
体も参加いただいています。

」 も 不

集いの場「まかろん」集いの場「まかろん」集いの場「まかろん」
ひきこもり・不登校に悩まれている家族の

《お問い合わせ先》
　地域福祉課　担当：小川健　☎41-2945　　chiiki@inabewel.or.jp QRコード▶

6月は
士に直接

参加費
無料
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園庭開放・子育て相談のご案内園庭開放・子育て相談のご案内園庭開放・子育て相談のご案内

　毎月、1回2時間程度、小学校入学前
のお子さんが安心して遊べる場所、親子
で楽しくふれあう場所として園庭を開放
します。固定遊具はもちろん、砂場・三
輪車などご自由にお使いください。

★利用対象者
　小学校入学前の乳幼児と保護者の方々
★開放時間
　9:30～11:30

園庭開放

開放月
6月
7月
8月
9月
10月

石榑保育園
21日（木）
19日（木）
23日（木）
27日（木）
25日（木）

三里保育園
29日（金）
31日（火）
30日（木）
28日（金）
30日（火）

丹生川保育園
12日（火）
10日（火）
　7日（火）
11日（火）
　9日（火）

山郷保育園
19日（火）
17日（火）
21日（火）
18日（火）
16日（火）

員弁西保育園
12日（火）
10日（火）
　7日（火）
11日（火）
10日（水）

★年間開放予定日

　偶数月の9：30～11：30の間に市内在
住の方を対象とし、子育てに関する相談
を受けます。
　子育てについての悩みごとなどを話し、
気持ちをすっきりしませんか。
　子育て及び保育に経験豊富な主任保育
士が対応します。

★利用対象者
　市内在住の方
★相談時間
　　9：30～10：30
　10：30～11：30
　※1人60分（1日2人まで）
★相談場所
　各保育園

子育て相談

相談月
6月
8月
10月

石榑保育園
1日（金）
1日（水）
1日（月）

三里保育園
22日（金）
24日（金）
19日（金）

丹生川保育園
19日（火）
17日（金）
16日（火）

山郷保育園
4日（月）
3日（金）
3日（水）

員弁西保育園
12日（火）
　7日（火）
10日（水）

★相談日

《お問い合わせ先》
◎石榑保育園　☎78-0245　◎三里保育園　☎78-1391　◎丹生川保育園　☎78-2086
◎山郷保育園　☎72-2624　◎員弁西保育園　☎74-4182

）
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高齢者にかかわるお困りごとは
地域包括支援センターへ

　2ヶ月に1回のペースで、レクリエーションとしてスポーツ・運動や
文化活動を体験・経験する機会として開催しています。

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　6月22日（金）16：00～18：30
場　所　北勢市民会館 2階 視聴覚室
　　　　（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
参加費　ひとり200円（当日徴収します。付

添いの方は無料）

内　容　「手作りフリスビーとパラソル」
チラシで作るフリスビー。ゲーム感
覚で飛距離に挑戦しよう！同時に、
世界に一つしかない自分だけのオリ
ジナル傘を作ります。雨が待ち遠し
くなるよ。

申込方法　電話、メール
申込期限　6月18日（月）

知的障がい者生活交流会知的障がい者生活交流会知的障がい者生活交流会

《お問い合わせ先》　いなべ市地域包括支援センター　☎82-1616　FAX72-3147

《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：小川健　☎41-2945　　chiiki@inabewel.or.jp

専門職が「チーム」を組んで対応します
よろしくお願いします！

例えば、
健康のこと ……………… 元気に暮らすコツは？ 認知症を予防するには？
介護保険のこと ………… どうやったら使えるの？ どんなサービスがある？
家族のこと ……………… 介護に疲れた・悩んでいる、ひとり暮らしの親が心配
近所の高齢者のこと …… 最近見かけないなぁ、見慣れない人が出入りしている
お金や財産管理のこと … 物忘れがあってお金の管理が不安
虐待 ……………………… 大きな声が聞こえるけど、心配だな

このようなご相談に、

地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口です

主任ケアマネジャー
社 会 福 祉 士
保 　 健 　 師

小川（センター長）　淺野　杉本　池村
安藤　木村　宇佐美　乙部　中村
稲垣　山本

★もの忘れ初期集中支援チーム（兼務） 安藤　山本
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《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：池田・中橋　☎41-2945

《お問い合わせ先》　総務課　担当：廣島・日沖　☎41-2942　　recruit@inabewel.or.jp

社協会費・日赤会費へのご協力お願いします

　いなべ市社協では、地域住民の皆さんとともに、「誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづ
くり」をめざし、地域福祉活動の充実と推進を図るため、様々な活動を行っています。
　社会福祉協議会（社協）は、住民の皆さんを会員として構成される団体で、皆さんからご協力いただ
いている会費が貴重な財源となっています。
　平成30年度におきましても、社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員としてご支援くださ
いますようお願いいたします。
　平成29年度の会費は5,981,000円となり、福祉協力校の支援、ボランティア活動支援、ふれあい弁
当サービス事業、緊急通報装置設置事業などに活用させていただきました。

社会福祉協議会費〈社協会費〉

　日本赤十字社は、国内外で発生した災害への医療救護活動や、世界中で支援を待っている人々のため
の国際活動、健康で安全な生活を支えるため、地域での救急法等講習会の普及、医療活動などを実施し
ています。
　毎年5月は「赤十字運動月間」として、自治会を通じて皆さんに活動資金のご支援をお願いしていま
す。いなべ市社協も「日本赤十字社いなべ市地区」として、市内外で活動している「地域奉仕団」の支援
や、火災などにあわれた際、日用品や毛布の支給などの活動をしています。
　赤十字活動へのご理解をいただき、ご協力をお願いします。

日本赤十字社活動資金〈日赤会費〉

※応募資格、選考方法、その他詳細については、ホームページ内にある
「職員採用」ページをご覧ください。

平成31年度 正規職員募集平成31年度 正規職員募集

◇個人会費 ………… 一口 500円
◇賛助会員個人 …… 一口1,000円
◇賛助会員団体 …… 一口5,000円

日本赤十字社いなべ市地区目標額
6,039,000円

◇500円以上を目安としてご協力いただく個人、法人を「協力会員」とします。
◇2,000円以上をご協力いただく個人、法人の皆さまに広報誌「赤十字NEWS」を
お送りし、より赤十字への理解を深めていただけるよう情報提供に努めます。

※目安として金額を設定しております。

▶募集職種　社会福祉士（若干名）　保育士（若干名）
▶採 用 日　平成31年4月１日
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　資格を持っているけれど、「経験がない」、「ブランクがある」と介護の職に就くことに不安をお持ち
の方や、復帰したけれど、もう一度『介護の基本』を学び直したいとお考えの方に、不安や悩みを解消
し、福祉・介護の現場で活躍していただけるよう、介護の知識や技術のスキルアップ研修会を開催しま
す。就職を希望される方には、就労相談・支援も行いますので是非ご参加ください。
日　時　6月12日（火）、6月22日（金）10：00～16：30
会　場　じばさん三重 5階 研修室5（四日市市安島１丁目3番18号）
対　象　介護の資格をお持ちで、現在福祉・介護の仕事をしていない方
　　　　介護の資格をお持ちで、介護士として復帰後、概ね１年未満の方
内　容　介護保険制度の動向、介護技術、コミュニーケーション技術、認知症ケア、就職相談など
参加費　無料
定　員　30名

資格を持っているけれど 「経験がない」「ブランクがある」と介護の職に就くことに不安をお持ち

介護有資格者Reスタート研修 参加者募集！介護有資格者Reスタート研修 参加者募集！介護有資格者Reスタート研修 参加者募集！

● デンソーハートフルクラブ大安 企画 ●

取扱い対象
新品

洗濯済

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ

和服、ベビー用品、布団、靴、カバン、雑貨、
小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラー等）

毛布、ズボン、ジーンズ、Ｔシャツ、ポロシャツ、トレーナー、セーター、
ブラウス、カーディガン、ジャンパー、コート、子供服
※スーツ、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、ベビー服
※緑字の品は、東北被災地支援として活用させて頂きます

　デンソー社員様のボランティアグループが中心となり『海外支援衣料回収活動』が実施され
ます。寄贈された衣料は、日本救援衣料センターを通じて､アジア･アフリカなどの衣料困窮者
に贈られます。皆さんのタンスの中に眠っている一枚の衣類が､人々の心の中で生きる勇気に
変わります。どうぞ温かいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

衣料回収

日時 5月19日（土）9：00～11：30
【雨天決行】

場所

※事前受取りは、5月12日（土）9：00～11：00のみ健保体育館にて受付けていただけます。
（少人数のスタッフで行います。極力5月19日（土）にお持ちくださいますようご協力をお願いします。）

（株）デンソー大安製作所 健保体育館

取扱わないもの

シミや傷みの無
い物をご提供く
ださい

にご協力ください

《お問い合わせ先》　㈱デンソー大安製作所　ボランティア支援窓口　☎87-1221

《お問い合わせ先》　三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター　☎059-227-5160

衣類はダンボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください
※ダンボール１箱につき、海外運送費として1,000円以上のカンパをお願いします。

衣料を海外に送る費用は、みかん箱大１箱1,500円かかります。

収活動 が実施

海外支援活動
一枚の衣類が、勇気を届けます
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6月1日から7月31日まで

日 月 火 水 木 金 土
1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

海の日

★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。）
　時間　9：30～
　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
　　　　だいあん：大安老人福祉センター　　　ほくせい：北勢市民会館
　※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。
★集いの場まかろん ……………………… P3
★災害ボランティアコーディネーター … P3
★知的障がい者生活交流会 ……………… P5

★ふくし総合相談（来所でお受けします。）
　いなべ：員弁老人福祉センター
　　月曜日　9：00～12：00
　　水曜日13：30～16：30
　だいあん：大安老人福祉センター
　　水曜日　9：00～12：00
　　金曜日13：30～16：30
　ふじわら：ふじわら社会福祉センター
　　月曜日13：30～16：30
　　金曜日　9：00～12：00

29 30 31

《お問い合わせ先・予約受付》　地域福祉課　☎41-2945

いなべ市社協イベントスケジュール
16月

17月

集いの場まかろん

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）
四季の家だいあん

四季の家ふじわら ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家いなべ ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

四季の家ほくせい
弁護士相談

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）
四季の家だいあん

四季の家ふじわら ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）
司法書士相談

知的障がい者生活交流会

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家いなべ ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

一般相談

四季の家ほくせい ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

災害ボランティア
コーディネーター
養成講座

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）
四季の家だいあん

四季の家ふじわら ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

弁護士相談 ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

集いの場まかろん

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家いなべ ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

四季の家ほくせい ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

災害ボランティア
コーディネーター
養成講座

四季の家ふじわら ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

弁護士相談 ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家いなべ ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

一般相談

四季の家ほくせい ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん）

災害ボランティア
コーディネーター
養成講座

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）
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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

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。

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
▶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 ／ FAX0594-78-1114
▶日常生活自立支援センター
　TEL 0594-78-1220 ／ FAX0594-78-1114

〒511-0428
いなべ市北勢町阿下喜2624-2
▶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
▶介護支援課 ホームヘルパーステーション
　　　　　　　　TEL 0594-41-2944 ／ FAX 0594-41-2949
▶障がい支援課　TEL 0594-72-5130 ／ FAX 0594-72-5162

オレンジ工房あげき

ふじわらデイサービスセンター
藤原町市場494-2
TEL0594-46-8007/FAX0594-46-8044

デイサービス悠庵
大安町石榑東2528-5
TEL/FAX0594-78-4185

石榑保育園
大安町石榑南335
TEL/FAX0594-78-0245

三里保育園
大安町平塚535
TEL/FAX0594-78-1391

丹生川保育園
大安町丹生川中2109-3
TEL/FAX0594-78-2086

山郷保育園
北勢町其原818
TEL/FAX0594-72-2624

子育て支援センターすこやかランド
北勢町其原818
TEL/FAX0594-72-8488

子育て支援センターなかよしひろば
員弁町石仏1868-1
TEL/FAX0594-74-5829

員弁西保育園
員弁町石仏1868-1
TEL0594-74-4182/FAX0594-74-4192

石榑子育て支援センターはっぴぃ・はあと
大安町石榑南335
TEL/FAX0594-78-0246

至十社

至治田
北勢郵便局

GSGS

阿下喜小学校
北勢中学校

池

オレンジ工房あげき
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

えにしえにしえにし

いなべ市くらしサポートセンター縁
いなべ市社協ケアプランセンターいなべ日常生活自立支援センター

Facebook

ホームページ twitter

三重ボランティア基金による助成金のご案内三重ボランティア基金による助成金のご案内三重ボランティア基金による助成金のご案内
　いなべ市社協が設置するボランティアセンターに「ボランティア団体」として登録し、福
祉の向上を目的とした活動を計画的・継続的に実施している団体、ボランティア団体に対し
て、活動に必要な器材・器具を購入する資金の助成が受けられます。

①申請書をいなべ市社協窓口でお受け取りください。
※申請書はいなべ市社協のホームページから取得できます。また、三重ボランティア基金ホ
ームページからもできます。
　●三重ボランティア基金ホームページ http://www.miewel-1.com/vkikin/
②必要事項を記入して、社協（いなべ市ボランティアセンター）へ提出してください。
※提出の際、以下の書類を添付してください。
　●購入希望器材・器具の見積書　●前年度（平成29年度）の収支計算
　●当年度（平成30年度）の収支予算書
③いなべ市社協として推薦させていただき、三重ボランティア基金事務局へ書類を送付
させていただきます。
④三重ボランティア基金事務局にて、内容審査が行われ、いなべ市社協へ結果が送付さ
れます。
⑤申請いただいた団体へ結果を通知します。

《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：小川智也・服部　☎41-2945　　chiiki@inabewel.or.jp

申請までの流れ

1団体あたり
20万円以内

助成額

6月12日（火）

申込期限

▶人口 … 45,485人　▶世帯数 … 17,666世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,115人
▶高齢化率 … 26.6％　▶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4月1日現在）


