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東一色福祉委員会東一色福祉委員会東一色福祉委員会

地域の話し合いの場として
活動地区をご紹介します！！

結成に至るまで
　地域内では高齢化の進行や、核家族の増加などにより、
高齢者を見守ったり、困りごとを気軽に相談する場が必
要になってきています。「老後も安心した生活を送れる
ような地域にしたい」その思いから、平成30年１月に
福祉委員会を設立しました。

取り組み
●支え合いマップづくり……地域内における気になる方等について、組親会とも相談し、情報の共有を
図っています。
●見守りが必要な方への声掛け……見守り担当を決め、２カ月に１回程度で訪問し、困りごとがないか
等の状況を把握しています。
●憩いの場・交流の場づくり……引きこもりがちにならないように、交流の場を開催しています。食事
や体操、ゲーム、手芸等の「笑い合える楽しい場」をつくっています。（毎月２回実施）
●ふれあいサロンでの見守り……欠席された88歳以上の方に弁当を持参し、顔を見て元気かどうかを
確認しています。（年６回実施）
●より多くの方に福祉に関して知ってもらうため、学ぶ場づく
りもしています。

構成メンバー
●自治会長（新旧）、民生委員児童委員、老人クラブ会
長（新旧）、旧老人クラブ役員、ボランティア代表

今後について
●福祉委員会を立ち上げて１年８ヵ月が経過しました。
　これまでやってきたことを定着させ、みんなで支え合って、
安心した生活ができる地域づくりを目指しています。地域内
の様々なボランティア団体との連携を密にして、充実した福
祉委員会活動にしていきたいです。

地域の話し合いの場として

「福祉委員会」「福祉委員会」「福祉委員会」
員弁町東一色
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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「まかろん」

《お問い合わせ》　地域福祉課 地域づくり係　担当：松岡・鷲﨑
　　　　　　　　☎41-2945　　 chiiki@inabewel.or.jp

《お問い合わせ》　地域福祉課　地域づくり係　担当：小川健・松岡・小川智　☎41-2945

　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？
　10月、11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、お話カフェを予定しております。

日　時　毎月第1土曜日  10：00～12：00
　　　　①10月5日（土）10：00～12：00
　　　　②11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）
参加費　無料
　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。

結成に至るまで
　平成29年6月に各町単位で開催された、いなべ市
「福祉委員会」設置促進に向けた説明会に参加した当時
の自治会長が、福祉委員会の必要性を感じ、市および社
協に相談後、地域内での説明会を経て、平成29年10
月より、福祉委員会として活動することとなりました。

取り組み
●地域の状況把握、情報の共有化の推進……地区内における気になる方等について話し合い、見守り方
法や安否確認方法の検討をしています。また、事故が起きた危険箇所についても情報を共有していま
す。
●かかしの里活動（かかし作りを通した世代間交流活動）……自治会長、老人会、子ども会が集まり、
かかし作りを通して世代間交流活動をしています。
●災害時対応についての検討……土砂崩れなどの災害に備え、安否確認の方法、
避難時の誘導方法など検討をしています。

構成メンバー
●自治会長、副自治会長、老人会長、民生委員児童委員、
子ども会会長、自治会役員

今後について
●福祉委員会を立ち上げて、約2年となります。地域の一人ひとりが高齢者や子
ども達の「見守り活動」の大切さについて理解を深めていき、これからはさら
に地域全体がひとつの大きな家族のような気持ちで、心のこもった見守り活
動が行えるような環境づくりを目指して取り組んでいきたいと思います。

小原一色福祉委員会小原一色福祉委員会小原一色福祉委員会 北勢町小原一色
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みなさんの募金がいなべ市の福祉活動の支えです。

赤い羽根共同募金運動が
10月1日から始まります

　さまざまな地域福祉の課題解決に取り組む民間団体を支援するしくみとして、また、市民のやさしさ
や思いやりを届ける運動として、市民が主体になって共同募金運動を進めています。
　赤い羽根共同募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」です。いなべ市においても、自治会を通じて
おこなう戸別募金は、町づくりに活用され、大きな役割を果たしています。

ひとりひとりのやさしさが、いなべ市をやさしくします

募金はあなたの町を良くする

　地域でお寄せいただいた募金は、約7割がじぶんの町
での活動を応援する地域助成に、約3割が町を越えた広
域での活動を応援する広域助成へ使われています。

ために使われています

じぶんの町を良くする活動に

　募金は地域福祉を支える活動に使われています。
　いなべ市でも、社協の事業やボランティア団体の事業をとおして、還元されています。

やさしい思いを届けます

いなべ市社協の事業に対する配分 …… 4,574,801円

　昨年にお寄せいただいた募金は、今年、次のような事業を通していなべ市を良くするために使っています。

地域におでかけ事業
ひとり親家庭支援事業
共同募金啓発事業

福祉委員会設置推進事業
ボランティア団体助成事業
あんしん電話事業

歳末ふれあい事業
ひきこもり支援に関する事業「まかろん」
備品貸出器材整備事業

ボランティア団体助成事業による助成団体

障がい者支援の輪 ののはな
サンデーキッズ
子育てサロンさくらんぼ
いなべおもちゃ病院
あげきっ子民謡保存会
北勢子育て応援団
笠間子育て応援団
員弁地区更生保護女性会
阿下喜パトロール隊

朗読奉仕の会こもれび
朗読ボランティアなよの音
朗読ボランティア「ほおじろ」
大安町おはなしの会 くまのこ
藤原おはなしの会「こだま」
山口給食ボランティア
いなべ非常通信ボランティア
いなべ防災ボランティアの会
レク・リエーション・ボランティア「たんぽぽ」

バルーンアートの会
大安町手話サークル
餅つきクラブ
桐林太鼓
ほんわかと
みんな食堂このゆびとまれ
まごころパトロール
ふるさといなべ市の語り部の会

じぶんの町を良くするしくみ
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《お問い合わせ》　地域福祉課 団体支援係　担当：川瀬・伊藤
　　　　　　　　☎41-2945　　 chiiki@inabewel.or.jp

いなべ市共同募金委員会よりお知らせ
10月1日に赤い羽根共同募金街頭募金活動を市内にて実施します。
活動への皆様のご理解、ご協力を何卒よろしくお願いいたします。

目標募金金額 …… 5,140,682円

　今年10月1日からお寄せいただく募金は、来年度に次のような事業を通して、
いなべ市を良くするために使う予定です。

地域におでかけ事業
ひとり親家庭支援事業
ひきこもり支援に関する事業「まかろん」
ボランティア団体助成事業

あんしん電話事業
共同募金啓発事業
歳末ふれあい事業
備品貸出器材整備事業

ひとり親家庭支援事業
小・中学校入学支援のお知らせ

　市内在住のひとり親世帯を対象に、小学校・中学校の入学を祝うとともに、
入学支援を目的に、入学準備品の購入費の一部を助成するものです。

★対　　象　以下の①と②の条件をともに満たす世帯
①市内在住で令和2年4月に小学校もしくは中学校に
　入学される児童と生計を同一にするひとり親世帯
②市民税非課税世帯

★助 成 額　ひとり10,000円
★助成対象となるもの　小学校入学の児童：ランドセル
　　　　　　　　　　　中学校入学の生徒：学生服
★申込方法　所定の申込書に必要事項を記入のうえ、以下の①～④を添えて下記窓口まで提出

してください。
①ランドセルもしくは学生服購入時の領収書
②住民票（世帯全員が記載されたもの）
③市民税非課税証明書
④入学準備品と入学者の写真
※①は、令和元年5月1日～令和2年3月13日までに購入したものに限ります。
※②および③は、令和元年9月5日～令和2年3月13日までに発行されたもの
に限ります。
※申込書は社協事務所内にあります。また、ホームページよりダウンロードもで
きます。

★受付期間　令和元年9月5日（木）～令和2年3月13日（金）
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生活交流会のご案内

“はつらつクラブ”と“いなべ市社協”が協力して開催します
《お問い合わせ》　地域福祉課 介護予防事業係　担当：大西・伊藤　☎41-2944

《申込み・お問い合わせ》
　地域福祉課 地域づくり係　担当：松岡・鷲﨑
　☎41-2945　　 chiiki@inabewel.or.jp

精神障がい者生活交流会
★対 象 者　市内在住の精神保健福祉手帳をお持

ちの方
★日　　時　11月10日（日）10：00～14：00頃
★場　　所　北勢市民会館 料理教室
★内　　容　みんなで楽しく！鉄板料理
★定　　員　20名（先着順）
★参 加 費　ひとり500円
　　　　　　（当日徴収、付添い無料）
★申込締切　11月1日（金）

知的障がい者等生活交流会
★対 象 者　市内在住の療育手帳をお持ちの方、
　　　　　　発達障がいと診断された方
★日　　時　11月3日（日）10：00～12：00頃
★場　　所　北勢市民会館 視聴覚室
★内　　容　香り長持ち！モイストポプリづくり
★定　　員　30名（先着順）
★参 加 費　ひとり100円
　　　　　　（当日徴収、付添い無料）
★申込締切　10月25日（金）

10月28日（月）10：30～12：00

生活交流会ボランティア募集について
ご協力いただける方は、申込締切日までに担当
までご連絡ください。

　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。

10 28

介護予防集いの会介護予防集いの会介護予防集いの会介護予防集いの会

阿下喜温泉 体験ホール

介護予防集いの会とは？
　介護予防教室を卒業された
方や、地域の集いの場に参加
されている方、介護予防に関
心を持っている方が、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。

入場
無料

誰でも
参加
できます 申込

不要

催します

不
持ち物
上靴
飲み物
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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

《こころホッと通信への掲載希望、お問い合わせ》　地域包括支援センター　☎86-7818

　今回は、北勢町阿下喜にお住いの、水戸靖さんをご紹介します。
　水戸さんは、平成24年1月に大腸がんを患い、闘病生活のため福島県郡山市からい
なべ市の長女さんの家に引っ越しました。

　後縦靭帯骨化症という難病の影響もあり、手足が動かし難く、長い距離を歩くことも
難しいですが、少しでも自分でできることを増やしたい、仕事で大変な長女さんに迷惑
をかけたくないとの思いもあり、前向きにリハビリに励みました。リハビリ開始当初は、
杖代わりの自転車を押しても、スーパーまでの急坂を上り切れませんでした。時には自
転車ごと倒れてしまい、道行く人に助けてもらったこともあります。

　大腸がんが再発し、入院したこともありましたが、自分で買
い物に行くという目標を持ってリハビリに励み、体力を回復さ
せていきました。
　杖代わりの自転車から、介護保険で歩きやすい押し車を借り、
歩く練習を重ねた結果、ひとりでスーパーまで行って買い物が
できるようになりました。また、郵便局に手紙を出しに行った
り、文房具店で便箋を買ったり、散髪に出かけたりとこの1年
半で外出先も増えました。

　水戸さんの家の周りは、雨が溜まらないように道路の端に
勾配がついているため、歩行器の車輪がとられることや、国
道を走るトラックの風圧でバランスを崩すこともあります。
車で通りすぎるだけでは気付けない不便さを一緒に歩いて感
じることができました。これからも安全第一で気をつけて外
出してくださいね。

リハビリの成果で！

　自分で買った食材を使って、家族のために料理をするという役
割も増えました。煮物やきんぴらなど、どれもおいしそうです。
「今日はこの魚を煮つけておいてね」と長女さんから頼まれたこ
とを笑顔でお話されます。
　近々京都に住む長男さんが遊びにきてくれるそうです。外出の
練習をした喫茶店に行き、コーヒーとケーキを一緒にいただくこ
とが今の楽しみだとお話されます。

　「親が生きた90歳を目標にすると、あと10年しかない。まだまだやりたいこともた
くさんある。家族のためにも最後まで自分の足で歩き、できることを続け、良い行いを
しながら精一杯生きていきたい」とお話されました。家族の幸せを願う水戸さんに父親
の愛情の深さを感じます。これからもお元気でお過ごしくださいね。

役割も増えました！
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振替休日

体育の日

即位礼正殿の儀

10月1日から11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 30

いなべ市社協イベントスケジュール

勤労感謝の日

文化の日

★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：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 団体支援係：川瀬・中橋

★社協の窓口
　員弁：員弁老人福祉センター
　　月曜日9：00～12：00、水曜日13：30～16：30
　大安：大安庁舎
　　水曜日9：00～12：00、金曜日13：30～16：30
　藤原：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・予約受付》　地域福祉課　☎41-2945
※園庭開放については各保育園にお問い合わせください。

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

園庭開放
（丹生川・員弁西保育園）

園庭開放
（石榑保育園）

園庭開放
（三里保育園）

園庭開放
（山郷保育園）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

園庭開放
（三里保育園）

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

社協の窓口
（藤原・大安)

集いの場「まかろん」

集いの場「まかろん」

生活交流会

生活交流会

弁護士相談

司法書士相談

四季の家だいあん

四季の家ふじわら

弁護士相談

園庭開放
（山郷保育園）

園庭開放
（石榑保育園）

弁護士相談

弁護士相談

一般相談

一般相談

四季の家だいあん

社協の窓口
（員弁 ・藤原）
四季の家だいあん

四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

園庭開放
（丹生川・員弁西保育園）

四季の家いなべ
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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 オレンジ工房あげき隣
▶ケアプランセンター
　TEL 0594-82-1728 ／ FAX 0594-72-3147
▶介護支援課 ホームヘルパーステーション
　TEL 0594-72-7788 ／ FAX 0594-72-3147

〒511-0498　いなべ市北勢町阿下喜31 いなべ市役所新庁舎内
▶地域包括支援センター
　　　TEL 0594-86-7818 ／ FAX 0594-86-7866
▶縁　TEL 0594-86-7817 ／ FAX 0594-86-7866
▶日常生活自立支援センター
　　　TEL 0594-86-7817 ／ FAX 0594-86-7866

〒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 地域づくり係・団体支援係
　　　　　　　　TEL 0594-41-2945 ／ FAX 0594-41-2949
　　　　　　 介護予防事業係
　　　　　　　　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
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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
いなべ市地域包括支援センター

いなべ市社協ホームヘルパーステーション
いなべ日常生活自立支援センター

Facebook

ホームページ twitter

★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
★開催日時　10月17日（木）　9：30～16：00（受付 9：00～）
　　　　　　10月29日（火）10：00～16：00（受付 9：30～）
★会　　場　員弁老人福祉センター 1階 第1会議室
　　　　　　（員弁町笠田新田111番地）
★申込期限　10月11日（金）
★申 込 先　ハートキャッチいなべ 事務局　☎090-5638-8010

▶人口 … 45,696人　▶世帯数 … 18,469世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,255人
▶高齢化率 … 26.82％　▶ボランティア登録者数 … 1,789人

数字で見るいなべ市の福祉
（令和元年8月1日現在）
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養成養成
講座講座

　家事等の日常生活において手助けが必要な方に、食事づくり、洗濯、掃除、買い物
等のサービスを提供する会員を養成する講座を開催します。


