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不登校・ひきこもり等に関する講演会不登校・ひきこもり等に関する講演会不登校・ひきこもり等に関する講演会
『不登校の子どもの理解と支援』
～自己肯定感から考える～

不登校、ひきこもりなどで悩まれている方…
　不登校、ひきこもりなどに関心をお持ちの方
　　　　　　　　ご参加をお待ちしております。

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

第1部

開催日

3月3日
（日）

内　容　●子どもと同じ視点で考えていくこと
　　　　●子どもの自己肯定感を育むことについて

講演会

時 間　13：00～14：50

会　場　員弁コミュニティプラザ 2階 集会室（いなべ市員弁町楚原940）
参加費　無　料
その他　講演会・参加者交流会については、どなたでも自由にご参加いただけます。
　　　　また、事前申し込みの必要はありません。

第2部 時 間　15：00～16：00

内　容　参加者同士で日頃の悩みや感じていることを話し合います。
　　　　他の参加者の方と交流したい方はご参加ください。

参加者交流会

内　容　不登校、引きこもり等で悩まれている方を対象に、講師の先生と個別で
　　　　直接話していただけます。（1組につき20分まで）

講　師　石山 佳秀 氏（フリースクール三重シューレ）

個別相談会 （事前予約制）

※個別相談をご希望の方は、2月1日（金）8：30より、受付けをさせていただきま
すので、下記の申し込み先まで事前にご連絡をお願い致します（定員に達し次第、
締め切りとさせて頂きますので、ご了承ください。）

経歴　「みえ不登校支援ネットワーク」運営協議会委員（事務局・不登校相談担当）
　　　伊勢市「不登校の理解と対応のため教職員資料集」監修
　　　三重県子ども条例（2011年施行）検討委員

。
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一緒に名古屋港水族館に行って楽しみませんか？昼食は名古屋港ポートビルで
交流をしながら、みんなで一緒に思い出を作りましょう。

日　　時　2月3日（日）9：30～15：00
対　　象　市内在住の精神保健福祉手帳をお持ちの方と付添の方
内　　容　名古屋港水族館の見学、名古屋港ポートビルでの昼食
定　　員　20名（先着順）
参 加 費　1人2,200円（昼食代を含む）※当日徴収させて頂きます。

※名古屋港水族館の入館料については、精神障害者保健福祉手帳1級・2級を
お持ちの方と付添の方1名は全額免除となります。
※精神障害者保健福祉手帳3級をお持ちの方に関しては、別途入館料が必要に
なります。

申込締切　1月28日（月）

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

生活交流会ボランティアを募集しています！！

生活交流会のご案内

【生活交流会共通事項】
　●集合場所については、下記のどちらかをご選択いただき、申し込み時にお伝えください。
　　①【北勢町】北勢福祉センター前駐車場
　　②【大安町】いなべ市障害者活動支援センター前駐車場
　　※後日、参加者には集合時間等記載した案内文を送付させていただきます。

精神障がい者生活交流会神障がい者生活交流会精神障がい者生活交流会

一緒に観光バスに乗っていちご狩りにいきませんか？刈谷ハイウェイオアシス
で買い物なども楽しめます。みんなで一緒に思い出を作りましょう。

日　　時　2月17日（日）9：15～16：00
対　　象　市内在住の療育手帳をお持ちの方と付添の方、発達障がいと診断された方と付

添の方
内　　容　蒲郡オレンジパークでいちご狩りと昼食、刈谷ハイウェイオアシスでの買い物
定　　員　40名（先着順）
参 加 費　1人3,000円（いちご狩り料金及び昼食代を含む）※当日徴収させて頂きます。
申込締切　2月8日（金）

　参加者と一緒に思い出を作りませんか？ご協力いただける方は、各申し
込み締切日までに下記担当までご連絡ください。お待ちしております。

障がい児・者生活交流会がい児・者生活交流会障がい児・者生活交流会

～生活交流会は参加者やボランティアとの交流や仲間づくりを目的に開催しています～
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募集定員　4名
応募資格　市内在住で療育手帳（中・軽度）等をお持ちで、訓練を希望する方
選考方法　個人面談
訓練期間　4月～9月までの水曜日・金曜日（2時間程度）
訓練内容　洗濯機や掃除機の使用方法、調理器具を使った調理、身だしなみ公共交通機関

利用訓練など
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。

※申請書はオレンジ工房あげき1階の障がい支援課事務所またはいなべ市社協
のホームページからもダウンロードできます。

申込締切　3月15日（金）まで

障がい者日常生活訓練事業「LUTE」
ルート

　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、「洗濯が上手にできるように
なりたい」「料理ができるようになりたい」「公共交通機関を使って外出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。見学等もできますのでお気軽にお問い合わせください。

《お申し込み・お問い合わせ先》　障がい支援課　担当：多湖　☎72-5130

前期（4月）訓練生募集

《お申し込み・お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：小川健・竹中　☎41-2945

集いの場「まかろん」
不登校・ひきこもりに悩まれている家族の

　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、一緒に
話してみませんか？

その他　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。

　2月は、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　2月2日（土）10：00～12：00
場　所　北勢福祉センター 2階 中会議室
　　　　（北勢町阿下喜2624-2）
参加費　無料

　3月は、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　3月2日（土）10：00～12：00
場　所　大安公民館 2階 和室
　　　　（大安町大井田2704）
参加費　無料
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こころ 信とこここここここここころろろこころ 信信通信ホ とととッッ

　今回は毎月第2土曜日の13：30から16：00まで阿下喜会館で開催している
北勢町阿下喜の「西町なごやか会」をご紹介します。
　「西町なごやか会」は平成29年1月に発足しました。毎月15名～25名程度
の方が参加し、西町在住の方ならどなたでも参加費200円で参加していただけ
る集いの場です。取材当日は男性2名、女性14名の合計16名の参加者があり、
最年長は94歳の方が参加されていました。

　皆さんが毎月楽しみにしている「西町なごやか会」、今後更なる発展を期待し
ています！！

　まずは早口言葉や発声練習で口の体操を行い
ます。次に参加者の林さんが綺麗な音色でハー
モニカを吹き、曲あてクイズを行うと、皆さん
も元気に歌い始めます。「まっかな秋」や「紅
葉」など季節を感じる歌でした。

　歌の次はレクリエーションの時間です。頭の
体操を兼ねた内容になっており、最初は間違え
ることもありましたが、常に笑い声が絶えず、
会の名前のとおりとてもなごやかな雰囲気の中、
レクリエーションは進んでいきます。

内容盛りだくさんです！

常に「なごやか」な雰囲気があります♪♪

《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

　歌とレクリエーションが終わるとおやつの時
間です。今回は西町なごやか会代表の近藤さん
が作られた、お芋を使ったお菓子をいただきな
がら、お話をされていました。参加者の皆さん
からは「西町の方にとって貴重な交流の場とな
っている」「毎回参加を楽しみにしている」とい
った声が聞かれ、地域に根付いた交流の場になっていると感じました。

まだまだ会は終わりません！
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いなべ市共同募金委員会よりお知らせ

感謝状を贈りました感謝状を贈りました感謝状を贈りました

自動販売機で地域貢献ができます！！自動販売機で地域貢献ができます！！自動販売機で地域貢献ができます！！

　平成30年10月20日（土）に開催されたいなべ市民感謝祭の表彰式典に
おいて、共同募金にご理解いただき、長きに亘り募金にご協力いただき
ました、治田入会権者組合様、オバナヤ・セメンテックス株式会社様に
感謝状を贈りました。
　いなべ市を良くする活動赤い羽根共同募金に賛同いただき、心から感
謝申し上げます。

《お問い合わせ先》　地域福祉課　担当：川瀬・佐藤　☎41-2945

　共同募金活動に賛同いただきました、オバナヤ・セメ
ンテックス株式会社三重工場様に自動販売機の売り上げ
の中から募金ができる募金機能付自動販売機を設置して
いただきました。
　いなべ市の企業様としての設置第1号となられます。
ご理解ご協力ありがとうございました！
　オバナヤ・セメンテックス株式会社様は、建築・土木
構造物の補修材料の補修工法の提供や、石灰石粉末を主
体に鉱工品の関連製品を提供、また畜産飼料の提供をさ
れております。地域貢献に積極的な、私たちの町の大切
な企業様です。

募金機能付自動販売機設置者を募集しています募金機能付自動販売機設置者を募集しています募金機能付自動販売機設置者を募集しています
　いなべ市共同募金委員会では、募金機能付自動販売機の設置者を募集しています。
　自動販売機で飲み物を購入することで募金になり、募金は共同募金としていなべ市が
良くなる取り組みに使われます。また自動販売機設置による災害対策も行えますので設
置を検討されている方がいらっしゃいましたら、是非ご相談ください。
※募金額は設置者の皆様が設定可能です。

6 いなべ市社協だより　第91号



《　　  　　　》

　株式会社デンソー大安製作所主催の『デンソーハートフルデー』が開催されます！「デンソー
ハートフルデ―」とは、世界中のデンソーグループ会社が、それぞれ地域社会に貢献する日を設
定し、社会貢献活動に取り組む運動です。良き企業市民として、社会とのより良い関係を築く
ために行動します。どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお申し込みください。

日　　　時　3月16日（土）8：30～12：00　※雨天決行（荒天中止）
集 合 場 所　いなべ市役所 員弁庁舎 員弁老人福祉センター前
スケジュール　 8：30　挨拶・全体説明
　　　　　　 8：45　スタート（員弁庁舎）
　　　　　　11：15　ゴール（員弁庁舎）
　　　　　　12：00　解散
活動コース　Ａ、Ｂ、Ｃコースは徒歩のみ。
　　　　　　Ｄ、Ｅ、Ｆコースは電車利用。電車代はデンソー負担

申 込 締 切　事前申し込みが必要です。2月22日（金）必着
　　　　　　①電話　②FAX　③E-mail　④郵送　にてお申し込みください。
　　　　　　〈必要事項〉お名前・ご住所・電話番号・希望コース
　　　　　　※3月初旬に詳細を記載した参加案内を送付致します。
　　　　　　※各コース20名で定員になり次第受付を終了させていただきます。

〒511-0296　いなべ市大安町門前1530
㈱デンソー大安製作所　総務人事厚生課　大安ボランティア支援窓口：森
☎0594-87-1221　FAX0594-87-1920　　 hiroko_o_mori@denso.co.jp

お申し込み
お問い合わせ先

地 域 イ ベ ン ト 情 報

まちの散策＆美化活動

徒歩のみ

電車利用
電車代は（デンソー負担）

… 徒歩　～ 電車
Ａコース（2.5㎞）

Ｂコース（2.5㎞）

Ｃコース（3.0㎞）

Ｄコース（3.5㎞）

Ｅコース（2.5㎞）

Ｆコース（1.2㎞）

ねじり橋…めがね橋…八幡社

楚原神社…天白神社…真養寺…石仏忠魂碑

(大相撲力士）四海波記念碑…地蔵堂…大槙の木…八幡社

覚通寺…万笑院…麻生田駅～楚原駅

楚原駅～大泉駅…旧長宮駅跡…大泉新田神明社

楚原駅～阿下喜駅…目の地蔵さん…西念寺…市神神社…
桐林館…旧稲垣邸…阿下喜駅～楚原駅

式会社デンソ 大安製作所主催の『デンソ ハ トフルデ 』が開催されます！「デン

デンソーハートフルデー大安デンソーハートフルデー大安

参加費
無料

●地元のお菓子を味わいながら みなさんと交流
●抽選会で地産品をGET！

●6コースに分かれてまちの散策＆美化活動に出発！

　11月29日（木）、株式会社デンソー大安製作所様から、9月16日（日）
に同所で開催された、美し国みえグルメフェア2018での収益金の一部
をご寄附いただきました。
　いただきましたご寄附は地域福祉推進のための貴重な財源として大切
に使わせていただきます。
　ご支援・ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。

ご寄附いただきましたましご寄附いただきましたご寄附いただきましたご寄附いただきましたご寄附いただきました
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★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：イオン大安店 2階 大安ホール　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　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　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）
　担当　地域福祉課：川瀬・中橋

★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。
　※祝日はお休みさせていただきます。

《お問い合わせ先・予約受付》　地域福祉課　☎41-2945
※園庭開放・子育て相談（要予約）については各保育園にてお問い合わせください。

2月1日から3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 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

建国記念の日

春分の日

31

いなべ市社協イベントスケジュール

ふくし総合相談
（いなべ・ふじわら）

集いの場まかろん

集いの場まかろん

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

弁護士相談

弁護士相談

弁護士相談

精神障がい者
生活交流会

不登校・引きこもり等
に関する講演会

障がい者・児
生活交流会

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

四季の家いなべ 四季の家ほくせい

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

ふくし総合相談
（だいあん・いなべ）

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

司法書士相談

司法書士相談

子育て相談（石榑保育園）

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

ふくし総合相談
（ふじわら・だいあん)

子育て相談
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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。

※個人情報保護法の遵守により、事業の申込み等に記載いただいた情報は、その事業以外には一切使用いたしません。
〈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。〉

編集・発行 社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会

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

北勢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

員弁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い・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
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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

▶人口 … 45,596人　▶世帯数 … 18,005世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,223人
▶高齢化率 … 26.8％　▶ボランティア登録者数 … 1,765人

数字で見るいなべ市の福祉
（平成30年12月1日現在）

4月採用臨時職員（保育士）募集しています！！4月採用臨時職員（保育士）募集しています！！4月採用臨時職員（保育士）募集しています！！
～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！！

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

採用募集に関する詳細につきましては、
いなべ市社協ホームページに掲載しております。

保育士 3名程度

平成31年度

募集職種 募集人数

パート（保育士、介護職員）も
随時募集しています

パート（保育士、介護職員）も
随時募集しています

パート（保育士、介護職員）も
随時募集しています


