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P2・3 福祉委員会活動のご紹介
P4　 青空教室参加者募集のご案内



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
　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、防災の
取組みを中心として、地域で話し合いを行う場の必要性を感じ、平成29年10月より、福祉委員会を
設置することになりました。

取り組み
●防災訓練
　災害時に備えて、消防団の協力による、消火栓を用いた消火訓練等を実施して防災意識を高めていま
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
ての検討を行っています。

●児童の安全確認
　児童が登下校する際の見守り活動を行っています。

構成メンバー
●自治会長、副自治会長、自治会監事、民生委員児童委員、主任児童委員、老人会支部長、給食ボラン
ティア代表、元気づくり体操代表

今後について
●自治会をはじめ地域の各種団体（農家組合、清流の
里山口、給食ボランティア、民生委員児童委員、
PTA等）と地域環境、暮らしの問題などをテーマに
した会合の場を定期的に開催するとともに、地区
行事を通じて福祉委員会の存在や活動の紹介を行
っていきたいと思います。 　　　　　　

「福祉委員会」「福祉委員会」
山口区福祉委員会山口区福祉委員会 藤原町山口
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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

　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
ありましたら話してみませんか？

日　時　毎月第1土曜日  10：00～12：00
　　　　①令和2年4月4日(土)10：00～12：00
　　　　②令和2年5月2日(土)10：00～12：00
内　容　①②両日ともお話カフェ
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

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後、定期的
なふれあいサロン以外にさらなる支え合い活動の意識を高めるため、平成29年8月より、福祉委員会
として活動することになりました。

取り組み
●地域の状況把握、情報共有
　地域で気になる方や、気になる箇所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、各組ごと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
ついての確認を行っています。
●集いの場、サロン活動
　老人会を中心に、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。

構成メンバー
●老人会役員、民生委員児童委員

今後について
●福祉委員会を立ち上げて約2年5ヶ月が経過しました。現在は、
老人会役員を中心に福祉委員会活動をしていますが、支え合い活
動にむけて地域の関係機関と連携を図りながら、取り組んでいけ
ればと考えています。

片樋福祉委員会片樋福祉委員会 大安町片樋

《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

　毎回、不登校の子と親を応援
する会（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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運動コース：体操などの運動に取り組み、いつまでも元気に動けるカラダづくりをし
ます。

園芸コース：花や緑とふれあい、豊かな心を育み、仲間と交流することで“五感”を
刺激し、心身の健康づくりをします。

・いなべ市に住所を有する概ね65歳以上の方
・身の回りのことが自分でできる方

下記までご連絡ください。
※ただし、定員に達した場合は、お申込み後すぐにご利用でき
ないことがございますので、ご了承ください。

お申し込み方法

対象者

《お申し込み・お問い合わせ先》　
地域福祉課　介護予防事業係　担当：小川吾・杉山　☎41-2944

令和2年度

青空教室 参加者募集のご案内

利用期間　令和2年5月8日～
　　　　　令和3年3月26日
利用回数　週１回（金曜日）
会　　場　北勢市民会館２階視聴覚室
内　　容　体操などの運動
利用時間　10：00～ 11：30
利用料金　１回200円
利用定員　20名
送　　迎　なし
申込期日　4月17日（金）
※期間途中からでも参加できます。

運動コース 利用期間　利用開始日から１年間
利用回数　月2回（隔週月・火・木曜のいずれか）

お一人当たり年間24回
会　　場　いなべ市農業公園エコ福祉広場
　　　　　ガラスハウス・夢かなえ荘
内　　容　花づくり、花壇づくり
　　　　　草花を使ったクラフトづくり
　　　　　介護予防のための運動・脳トレなど
利用時間　10：30～ 15：00
利用料金　１回500円
　　　　　（別途昼食代として500円）
利用定員　78名（1班13名×6班）
送　　迎　あり
申込期日　3月19日（木）

園芸コース

～いなべ市 介護予防事業～ 運動コース
はじめます



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

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

ほほえみクラブ

●全員がひと言発言
●みんな元気に100まで生きて銀杯をもらおう！

“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。

ボランティア会議「こころ」は、有志のボランティア活動者の集まりです。
「こころ」では、活動者同士の交流や情報交換、イベントや活動に関する相談や協力依頼など、
これからのボランティア活動について話し合っています。

興味や関心のある方は、お問い合わせください。

日時　毎月第1、第3月曜日　11：00～ 12：30
会場　阿下喜温泉　体験ホール

新規会員
募集中！！

はつらつパワーズ
日時　毎月第2、第4木曜日　10：00～ 12：00
会場　員弁老人福祉センター会議室1

日時　毎月第4火曜日　9：30～ 11：00
会場　北勢福祉センター 2階　会議室(北勢町阿下喜2624-2)

●はつらつクラブ紹介●

ボランティア会議「こころ」のご案内
～これからのボランティア活動について一緒に考えていきませんか～

Part３

介護予防のために、体操やレクリエーションなどを実施してい
ます。休憩時間は、何気ない会話で盛り上がり、笑顔の絶えな
い時間を過ごしています。

クラブモットー

ボ ラ ン テ ィ ア の 輪 を 広 げ よ う

52020.3



昨年7月11日より約半年間の日程で『介護職員初任者研
修』が開催され、市内4名・市外2名の計6名の方が受講さ
れました。12月5日には全てのカリキュラムを修了し、受
講者全員に修了証が授与されました。

研修期間中は受講生の中でも絆が生まれ、それぞれが刺
激を受けながら良い関係を作られていました。
これからも人との出会いを大切にし、この研修で得た知
識・技術を活かして、地域でのボランティア活動や介護を
支える福祉人材として活躍されることを期待しています。

赤い羽根共同募金は『じぶんの町をよくするしくみ』として、
市民のやさしい気持ちを集める活動であり、いなべ市を良くす
る活動です。
そんな共同募金活動にたくさんの方から賛同いただきました。

新たな福祉の担い手が誕生しました！新たな福祉の担い手が誕生しました！

戸別募金では、自治会長様、組長様を
通じ沢山のご協力をいただきました。
街頭募金では、地域のボランティア団
体の方々や中学生の皆さんに賛同いただ
き、自主的に街頭募金活動を実施いただ
きました。
このように、自治会や学校、地元企業の皆様の協力により、いなべ市
を良くする活動を続けることができています。ありがとうございます。

寄せられた募金は、令和2年度「ボランティア団体助成事業」「備品貸出器材整備事業」「ひきこ
もり支援に関する事業」などの地域福祉活動に役立てられるよう計画しております。

募金総額　5,736,241円

募金の内訳
戸別募金
街頭募金
職域募金

5,088,600円
57,125円
31,583円

8,844件
4回実施
14件

法人募金
個人募金
窓口等その他の募金

451,172円
41,304円
66,457円

71件
8件
10件

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました

《お問い合わせ先》　地域福祉課　団体支援係　担当：川瀬　☎41-2945
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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

大安町丹生川中の樋口勇一さん（昭和20年生まれ）をご紹介します。
勇一さんは、定年退職した２年後に腎臓病で透析を開始され、今年で14年目になり
ます。
病気と長く付き合うコツについて伺うと、「あきらめること」と笑顔で話されます。
週3日の通院や持病の腰痛もあり、活動できる日に制約はありますが、生活のなかに
楽しみをみつける達人です。心がけていることは「お金をかけず遊ぶこと」「自分の好き
なことをすること」だそうです。
勇一さんは、これまで自治会長など様々な役を歴任され、地域で欠かせない人です。
昨春には、勇一さんの呼びかけで仲間たちが集まり「中よし会」を立ち上げ、自宅の
庭や畑、竹林に計9ホールのミニパークゴルフ場を作りました。地区の人たちに開放し、
毎月1回、17名ほどの人がプレーを楽しみ、話に花を咲かせています。

コース上の畑では大根やサツマ芋、里芋をつくり、
実った野菜は、時にはパークゴルフの参加賞になり
ます。
また勇一さんとご近所さんが保育園児を招いて、
柿狩りやミカン狩りをおこない、子どもたちの可愛
い歓声があがりました。
有言実行、行動力のある勇一さん。定年後には、南半球を船旅で一周し、南極で誕生
日を迎えたのが思い出深いとのことです。奥様には「好きな事やらしてくれる。とても
感謝している」と話されます。奥様も「お互いに好きな事やっています」と寛容です。互
いに認め合う素敵なご夫婦ですね。

お伺いした時は、中区農事組合・新会館の
大きな下駄箱を制作中でした。「みんなの靴
が収まるように引き受けた」と地域愛にあふ
れる勇一さん、いつまでもお元気でご活躍く
ださい。

腰痛でプレーは
できませんが、
コース整備や
パソコンでみんなの
スコアをつける等、
裏方の仕事を
こなします。

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

休憩中の中よし会メンバー
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4月1日から5月31日までいなべ市社協イベントスケジュール
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 29 30

昭和の日

振替休日こどもの日みどりの日憲法記念日

31

★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。
　※来年度は、都合により変更する場合があります。

《お問い合わせ・予約受付》　地域福祉課　☎41-2945

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）

四季の家ふじわら 四季の家ほくせい

四季の家ほくせい四季の家ふじわら

四季の家ふじわら

弁護士相談

弁護士相談

弁護士相談

弁護士相談

社協の窓口
（藤原・大安）

社協の窓口
（大安・員弁）

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

司法書士相談

生活交流会

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
（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）

社協の窓口
（藤原・大安）

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）

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
（員弁 ・藤原）

四季の家だいあん

四季の家だいあん

4月

5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。

※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

池

オレンジ工房あげき
ホームヘルパーステーション
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

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

▶人口 … 45,697人　▶世帯数 … 18,564世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,314人
▶高齢化率 … 26.9％　▶ボランティア登録者数 … 1,919人

数字で見るいなべ市の福祉
（令和2年2月1日現在）

◆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
◆日　　時　令和2年5月15日（金）17：00～ 18：30（予定）
◆場　　所　北勢市民会館視聴覚室（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
◆内　　容　ペン立て作り
◆定　　員　10名（先着順）
◆参 加 費　ひとり200円(当日徴収します。付添いの方は無料) 
◆申込締切　令和2年5月8日（金）

ご協力いただける方は、申込期日までにご連絡ください。
生活交流会ボランティアの募集について

見た目良し！世界で一つだけのペン立てを手作りしませんか？　　　
みんなで一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

知的障がい者等生活交流会
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。

《お申込み・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


