


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

取り組み

構成メンバー
●自治会長、老人クラブ会長、民生委員児童委員、集いの場ボランティア

今後について

「福祉委員会」「福祉委員会」
一之坂福祉委員会 北勢町一之坂

　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後、「同じ
地域に住む一人ひとりがお互いに支え合い、安心して生活できる地域にしていきたい」との思いから、
翌月より、福祉委員会として活動することになりました。

●地域の交流イベントの開催
　「名前と顔を覚え、あいさつできる関係づくり」を目的に、福祉委員会主催で、地域の子ども達を招
いての交流イベントを開催しています。
●地域の状況把握、情報共有
　地域で生活する上での気付いたことや、気になることなどについて、情報の共有を行っています。
●支え合いマップづくり
　支え合いマップを通して、互いに持ち寄った情報を整理しながら、見守り方法や安否確認方法につい
て検討を行っています。

●福祉委員会を立ち上げて2年が経過しました。
　これからも互いに声をかけあえる、あたたかく思いやりのある地域を目指し取り組んでいきたいと思
います。
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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：小川健・松岡・小川智　☎41-2945

日　時

場　所

  毎月第1土曜日10：00～ 12：00　　　　
①令和2年2月1日(土)
②令和2年3月7日(土)
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）

内　容

参加費

①臨床心理士による相談カフェ
②お話カフェ
無料

 

結成に至るまで

《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

　
 

御薗福祉委員会 員弁町御薗

取り組み

構成メンバー
●自治会長（新旧）、老人クラブ会長、民生委員児童委員

今後について

　40世帯ほどの自治会であるため世帯構成などは把握できていますが、今後、団塊の世代の高齢化や
地区行事が減ってきているなど、これからの御薗を考えていく場が必要との思いから、平成30年4月
より福祉委員会として活動することになりました。

●話し合いや検討の場
　3ヵ月に1回程度、地区の気になる方等の情報や状況を共有しています。
●声掛けや見守り活動
　民生委員児童委員を中心に、地区の気になる方の状況の把握をしています。
●集いの場、サロン活動
　老人クラブを中心に、交流の場を開催し、生きがいや居場所づくりを図っています。
●防災活動
　防災に関する講演会や勉強会を通して、災害への備えや災害時対応を学び、防災意識を高めています。

●福祉委員会を立ち上げて、約1年9ヵ月が経過しました。今後、
遊びながら交流ができる場を開催し、自治会員が年齢に関係な
く、声掛けや話し合いができる関係を目指して取り組んでいきた
いと思います。

　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？

　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。
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こころ 通信とこころ 通信とこころこころ 通信通信ホホ ととッッ

　今回は、北勢町別名の二之宮文江さんをご紹介いたします。
　二之宮さんは筋ジストロフィーという病気を抱えながらも、介護予防に積極的に取り
組んでいます。

　“はつらつクラブ”とは、介護予防教室に参加していた方々が中心となり、“介護予防”に
対する意欲を維持するための自主的な活動に取り組んでいる集いの場です。現在、市内に9
団体あるクラブを紹介しております。興味のある方は、ぜひ下記までご連絡ください。

《お問い合せ先》地域福祉課　介護予防事業係　担当：大西・伊藤　☎41-2944

日時：毎月第1、第3水曜日　11：00～ 13：30
会場：阿下喜温泉　和室休憩室

折り紙や脳トレ問題、ゲームなど手指を使ってもの忘れ予防！
少し疲れたら、おしゃべりでひと休み。みんなで食べる
昼食も楽しみのひとつです。

　口の筋肉を鍛えるためにお風呂で発声練習や足の運動を行い、毎週地区の元気体操に
も参加しています。平成31年2月からは、理学療法士の先生に定期的に訪問してもら
い、ご自身の状態に合わせた専門的なリハビリ指導を受けています。また、先生のアド
バイスを活かし、器具を活用した自主リハビリにも励んでいます。その成果もあって、
通い慣れた美容院の階段も問題ありません。

　週末には、ご主人と一緒にお気に入りの
花広場へ買物にでかけ、時には家族で旅行
に行くなど、前向きに生きがいをもって生
活されています。
　趣味は編み物で、指先の運動にもなっています。
　今は、ご主人のセーターを編んでいます。
　平成29年買い物途中に転倒し、足首を骨折して入院した時には、たくさんのお友達
がお見舞いに来て「退院してからも元気体操へ一緒に行こう」と励ましを受けました。
そのお友達とは現在も元気クラブで一緒に体操をしています。少し恥ずかしがり屋さん
ですが、非常に努力家で周囲から好かれ、積極的に介護予防に取り組む二之宮さんをこ
れからも応援しています。

リハビリに励んでいます

趣味と生きがいをもって

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

せせらぎ

新規会員募集中！！はつらつクラブ紹介Part2

日時：毎月第2、第4月曜日　13：30～ 15：30
会場：阿下喜温泉　体験ホール

貯筋体操で身体をほぐし、おしゃべりやレクリエーション
で大笑い！「ここへ来るのが一番楽しい！」と、体験ホー
ルが笑い声で溢れる楽しいクラブです。

絆クラブ
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～ご案内～
さぁ！一丸となって学び・知恵を出し合いましょう。
このいなべ市で共に明るく生き抜いていくために。

対　　象　地域づくりに関心のある方や、町単位で支え合い活動にご参加いただける方。
開催日程　全3回
時　　間　13：30～ 15：30（受付13：00～）
会　　場　員弁コミュニティプラザ　2階　研修室（員弁町楚原940）
定　　員　100名程度
参 加 費　無料
申込期限　令和2年1月24日（金）

１回目　１月27日（月）
演題　「地域づくりとアイデア発想のコツ」～楽しく気軽に！“ひらめき”のヒント～
講師　特定非営利活動法人Mブリッジ代表理事　米山哲司氏
内容　「さぁ　地域づくり活動を」と思ったとき、どのあたりから考えていくと良さそう

でしょう？皆さんにオススメしたいのは、身近なところから想いを巡らせていくこ
とです。

２回目　2月7日（金）
第１部　「助け合い体験ゲーム」　カードゲームをとおして、支え合いを体験します。
第２部
　演題　「人と人とのつながり“あい”と健康な社会」～おせっかいの価値を見直そう～
　講師　四日市看護医療大学　多次淳一郎氏（保健師）
　内容　向こう三軒両隣、を互いに知っていることを、心強いとみるか、息苦しいとみる

か、あなたはどちらでしょうか？令和の時代のご近所付き合いのあり方を一緒に
考えたいと思っています。

３回目　2月17日（月）
演題　「協議体ってなぁに？その役割と活動事例」
講師　公益財団法人さわやか福祉財団　新地域支援事業担当リーダー　高橋望氏
内容　地域の困り事等を話し合う協議体について学んでいきたいと思います。他市町の事

例を参考にしながら、具体的な役割と地域での活動の創出方法について考えていき
ます。

《お申し込み・お問い合わせ先》　地域福祉課 地域づくり係　担当：畑中、小川健、松岡、小川智
    　 ☎41-2945　　　chiiki@inabewel.or.jp
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社会福祉法人ニュース社会福祉法人ニュース

記事担当　総務課： 廣島　木村

　いなべ市で、社会福祉法人の連携についての取り組みが始められ
ました。
　平成28年に社会福祉法が改正され、社会福祉法人に「地域におけ
る公益的な取組」が責務として位置付けられたことに伴い、いなべ
市の社会福祉法人の取組の情報共有、社会福祉法人同士の顔の見え
る関係構築を目指し、この度、市内の８法人が集まり、検討が重ね
られています。

　では、現場のきむらさんに現在の進捗状況等を聞いてみましょう。現場のきむらさん！

Topic

　はい。こちら、現場のきむらです。
　これまでの会議は、第２回まで重ねられており、第１回では、
参加委員の自己紹介、県内の連絡会の開催状況の説明の後、今
後の進め方について、意見交換が行われていました。
　委員の皆さんからは、
　　〇他業種を含め、市内の社会福祉法人と顔が見える関係は必要。
　　〇同じ社会福祉法人として連携していくべき領域がある。
　　〇情報共有を含め、顔を合わせることは重要。
　等の意見が聞かれ、いなべ市社会福祉法人連絡会について、今後も会議を重ねていく
こととなりました。第２回では、会則（案）についての検討の後、いなべ市災害時にお
ける各社会福祉法人の対応等について情報交換や共有をし、たくさんの意見交換が行わ
れていました。
　今回、参加されている社会福祉法人は、「あじさいの家」、「光風会」（北勢町）、「いな
べ福祉会」（員弁町）、「翠明院」（藤原町）、「晴山会」、「モモ」、「竜岳福祉会」（大安町）、
「いなべ市社会福祉協議会」（順不同、敬称略）の８法人です。
　現場からは、以上です。

　はい。きむらさん、ありがとうございました。
　このような会が開催され、いなべ市内の社会福祉法人の公益的な
取組が活性化され、また、連絡会としての取組が行われることで、
いなべ市内の福祉が向上するといいですね。今後も、この連絡会に
ついて、皆さんに報告していきたいと思います。
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《　　  　　　》

　員弁庁舎を発着点として、三岐鉄道北勢線沿線のゴミ拾いを行います。途中のポイントでは、
ふるさといなべ市の語り部さんから歴史にまつわるお話が聞けます。すばらしい風景や由緒ある
場所など、普段は気づかないまちの素敵な姿がきっと見つかるでしょう♪北勢線を利用して移動
するコースもあります。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14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21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。

主催・後援協力　主催：株式会社デンソー  後援：いなべ市
　　　　　　　　協力：ふるさといなべ市の語り部の会、いなべ市市民活動センター、
　　　　　　　　　　　いなべ市社会福祉協議会、 とういん市民活動支援センター、
　　　　　　　　　　　東員町社会福祉協議会、三岐鉄道株式会社、北勢線の魅力を探る会

〒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：森
☎0594-87-1221　FAX0594-87-1920　　hiroko.mori.j4p@jp.denso.com

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

※コース内容は、若干変更になる場合があります。予めご了承ください。

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

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！
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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 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。

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 29

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

建国記念の日

天皇誕生日 振替休日

春分の日

29 30 31

いなべ市社協イベントスケジュール

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）

集いの場まかろん

集いの場まかろん

社協の窓口
（藤原 ・大安）

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
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

社協の窓口
（大安・員弁）

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 第2回みんなで支え合う
地域づくり基本講座

第3回みんなで支え合う
地域づくり基本講座

弁護士相談

弁護士相談

四季の家ほくせい

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）

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

園庭開放（三里保育園）

司法書士相談

司法書士相談

社協の窓口
（藤原 ・大安）

社協の窓口
（藤原 ・大安）

一般相談

一般相談

園庭開放
（丹生川・員弁西保育園）

園庭開放
（山郷保育園）

園庭開放
（丹生川・山郷・員弁西保育園）

園庭開放（三里保育園）

園庭開放
（石榑保育園）

園庭開放
（石榑保育園）

四季の家だいあん

四季の家だいあん

四季の家ふじわら四季の家だいあん

2月

3月

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

四季の家だいあん
社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

精神障がい者
生活交流会

知的障がい者等
生活交流会

社協の窓口
（員弁 ・藤原）

社協の窓口
（員弁 ・藤原）
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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
▶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

いなべ市くらしサポートセンター縁 いなべ市社協ホームヘルパーステーション
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 … 45,686人　▶世帯数 … 18,527世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,280人
▶高齢化率 … 26.9％　▶ボランティア登録者数 … 1,874人

数字で見るいなべ市の福祉
（令和元年12月1日現在）

一緒にものづくりをしたり、食事をしたり、楽しい思い出を作りましょう。

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。生活交流会のご案内

知的障がい者等生活交流会
◆日　時　令和2年3月15日（日）9：00～17：00（予定）
◆対　象　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
◆内　容　常滑焼セラモール方円館で絵付け体験、

中部国際空港にて昼食や航空機展望
◆定　員　40名（先着順）
◆参加費　１人2,000円(体験及び昼食代を含む) 
 　※当日徴収させて頂きます。
◆申込締切　令和2年3月6日（金）

共通事項
●集合場所については、下記のどちらかをご選択ください。
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

《お問い合わせ先》
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
◆日　時　令和2年3月8日（日）9:00～16：30（予定）
◆対　象　市内在住の精神保健福祉手帳をお持ちの方
◆内　容　安城デンパークにて昼食とカップ作り体験
◆定　員　20名（先着順）
◆参加費  1人3,000円(体験及び昼食代を含む)
 　※当日徴収させて頂きます。
◆申込締切　令和2年2月28日（金）　　　
　　
ボランティアの募

集について

　　　　ご協力い
ただける方は、

　　　　　　　　
　申込期日までに

ご連絡ください。


