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P2 「揚げあられ」販売のお知らせ
　 障がい者日常生活訓練事業「LUTE」後期訓練生募集
P4 「はじめてのボランティア体験」参加者募集
P5 「おたすけ箱」のお知らせ
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あられを揚げているAさん

「揚げあられ」はじめました！！「揚げあられ」はじめました！！「揚げあられ」はじめました！！「揚げあられ」はじめました！！
オレンジ工房あげきで
　  「揚げあられ」を販売しています!!

あわせて、「揚げあられ作り」
　　　  ボランティアさん募集中！
通所者と一緒にあられ作りをしてみませんか。

　通所者が一生懸命こころを込めて作った揚げあられです。
　今はまだ、塩味のみの販売となっていますが、これから味のバリ
エーションを増やしていきますのでご期待ください。
　販売は「オレンジ工房あげきの窓口」をはじめ、いなべ市内各イ
ベント先などでも販売していきますので是非ご購入ください。

　揚げたてのあられをご提供させていただくため、ご購入の際はご
予約をお願いいたします。
　一度ご賞味ください。

10月から開始する後期訓練生を募集します
募集定員　4名
応募資格　市内在住の療育手帳（中・軽度）等をお持ちで、訓練を希望する方
選考方法　個人面接
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　本人の実情にあわせた掃除や調理などの生活訓練、金銭管理など
訓練場所　オレンジ工房あげき
申込方法　所定の申請書に必要事項を記入の上、オレンジ工房あげきに提出してください。
　　　　　※申請書はホームページからもダウンロードできます。
申込締切　9月14日（金）まで

障がい者日常生活訓練事業「LUTE」

　いなべ市社協では、中・軽度の知的障がいのある方等を対象に、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、「福祉バスに乗れるようになりたい」、「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。
　見学もできますのでお気軽にお問い合わせください。

《ご予約・お問い合わせ先》　障がい支援課　担当：岡　☎72-5130

《お申込み・お問い合わせ先》　障がい支援課　担当：多湖　☎72-5130

経験者
大歓迎！

後期訓練生募集
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知的障がい者生活交流会知的障がい者生活交流会

　２ヶ月に１回のペースで、レクリエーションスポーツや、文化活動を
体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　8月18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）
参 加 費　ひとり300円（当日徴収します。付添いの方は無料）
内　　容　世界で一つだけのオリジナルうちわづくり
申込方法　電話、メール
申込期限　8月10日（金）

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

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

　臨床心理士を招いて、直接質問
していただける相談カフェです。
　個別での相談も対応いただけま
す。

日　時　9月1日（土）10：00～12：00
場　所　大安公民館 2階 和室
　　　　（いなべ市大安町大井田2704）

9月

　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？

　コーヒーを飲んだり、お菓子を
食べたりしながら、最近あったこ
となどを話す、お話しカフェを予
定しております。

日　時　8月4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）

　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。

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

QRコード▶

8月

参加費
無料

「レクリエーションスポーツ・文化活動の体験教室」

32018.7



●絵本の読み聞かせや紙芝居の上演
●点字の体験（名前カードをつくってみよう）
●おもちゃ修理の見学や、簡単な工具を使った分解や修理の体験
●高齢者及び障がい者施設における話し相手や作業・活動の手伝い

参加者募集中！！

　「ボランティアに興味はあるが、始めるきっかけが無い」、「ボランティアをして
みたい」といった方々が、主体的に選択し体験することにより、自分が暮らす地域
や社会の中で支え合える環境につなげることを目的に開催します。

実施期間　7月21日（土）～9月30日（日）
対　　象　市内在住および市内で在勤・在学されている方
定　　員　それぞれの受入れボランティア団体及び福祉施設によって異なります。
参加費等　無料 ※活動に応じて、参加者の実費負担あり
体 験 先　ボランティア体験先一覧は、いなべ市社協ホームページへ掲載、社協窓口に

て配布します。ご覧いただき、各団体や施設の体験内容や日時などの情報を
ご確認ください。体験先の不明な点や質問は、下記のお問い合わせ先までご
連絡ください。

申込期限　体験の7日前まで
申込方法　電話、FAX、メールで下記の申込先までご連絡ください。お申し込みの際は、

【①氏名 ②住所 ③電話番号 ④体験希望先と希望日時】をお伝えください。

《お申込み・お問い合わせ先》
地域福祉課　担当：小川智也　☎41-2945　FAX41-2949　　chiiki@inabewel.or.jp

「ボランティアに興味はあるが 始めるきっかけが無い」「ボランティアをして

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はじめてのボランティア体験

何から始めたらいいのかわからない…そんな方にオススメの講座です！

日時　7月21日（土）10：00～12：00
会場　北勢福祉センター 2階 大会議室
　　　（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
講師　大井 智香子 氏（皇学館大学 現代日本社会学部 准教授）
内容　●ボランティア活動の基礎知識
　　　●活動の楽しさ、やりがい、活動の心構え　など

何から始めたらいいのかわからない…そんな方にオススメの講座です！

ボランティア入門講座ボランティア入門講座ボランティア入門講座ボランティア入門講座

ボランティア活動のはじめの一歩として、ぜひご参加ください！

〈はじめてのボランティア体験 内容例〉

ボランティアとは…
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おたすけ箱とは…

万が一に備
えて おたすけ箱おたすけ箱

　高齢者の方などの安全・安心を確保することを目的
に、「かかりつけ医療機関」「服薬内容」「持病」などの
医療情報や、親族等の「緊急連絡先」を専用の容器に
入れ、自宅の冷蔵庫に保管しておくことで、万一の救
急時に備えるものです。

　いなべ市地域包括支援センターでは、今年度も警察署や消防署等の関係機関を訪問し、連携を図って
います。平時から、緊急時に備えた取組みを進めています。

　現在、いなべ市内の約1,200世帯が「おたすけ箱」を設置してい
ます。今年度も新たに配布対象となられた方に対し、民生委員児童
委員が7月から順次ご案内にお伺いしますので、是非この機会にお
申込みください。

対象となる方
●75歳以上のひとり暮らしの方
●75歳以上のみの世帯の方
※その他、必要な方はご相談
　ください。

《お申込み・お問い合わせ先》 いなべ市地域包括支援センター　☎82-1616
いなべ市役所長寿福祉課　　　　☎78-3520

救急時は下記のような仕組みで迅速な救急活動をおこないます。

おたすけ箱の活用イメージ図
消防署

いなべ市地域包括支援センター

救急通報

救急隊員

医療機関

発見・確認

持病や服薬・
緊急連絡先等の
情報提供

搬送

1

2
3

4

5

地域包括支援センター

おたすけ箱
●かかりつけ医療機関
●持病服薬等の内容
●緊急連絡先　など

連携

申込み

おたすけ箱
提供

119

一に備えて
救急医療情報

52018.7



8月1日から9月30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 31 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

敬老の日

山の日

振替休日秋分の日

★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。
★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分以内）

★ふくし総合相談（下記センターまでお越しください）
　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
　※地域福祉課職員が常駐しております。

30

《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

集いの場まかろんふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

四季の家ほくせい四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

弁護士相談

四季の家ほくせい

弁護士相談

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

弁護士相談

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

司法書士相談

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

一般相談

ふくし総合相談
（いなべ・だいあん）

一般相談

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら）

ふくし総合相談
（だいあん・ふじわら)

司法書士相談

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家だいあん

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家だいあん

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

四季の家だいあん

集いの場まかろん

災害ボランティアコー
ディネーター養成講座

知的障がい者
生活交流会

18月

19月
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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 オレンジ工房あげき隣
▶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

　福祉・介護職場の人材不足を改善するため、働いていない方を対象に介護職員初任者研修を
実施し、資格取得後、県内の福祉・介護職場への就労につなげていくことを目的とします。

《お申込み・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
　　　　　　　　　　　　　　介護職員初任者研修担当　☎059-227-5160

▶人口 … 45,555人　▶世帯数 … 17,819世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,143人
▶高齢化率 … 26.6％　▶ボランティア登録者数 … 1,653人

数字で見るいなべ市の福祉
（平成30年6月1日現在）

募集期間 6月25日（月）～7月27日（金）（必着）

研修期間 8月7日（火）～10月16日（火）

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働いていない方で、概ね70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（テキスト代6,000円は自己負担）

第2回回介護職員初任者研修の受講生募集介護職員初任者研修の受講生募集


