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オレンジ工房あげきでの作業風景の一コマ
　買い物カゴを手磨きにより、大まかな汚れを落と
した後、たんぽぽ作業所にある高圧洗浄機を使用し、
100度のお湯により、汚れをさらに落としています。
　ここで洗浄されたカゴは、三重県のみでなく、愛
知県、岐阜県、近畿エリアで使用されています。



「福祉委員会」「福祉委員会」

地域の支え合い・助け合い活動を目指して…
～地域の話し合いの場として全市的な取り組みを進めています～

福祉委員会とは？
　地域で活動している方々 (自治会、民生委員児童委員、老人クラブ、子ども会、集いの場
関係者など)が集まり、下記の活動をしています。
（１）情報共有、課題の把握、解決に向けた『話し合い』
（２）見守り、声掛け等の支え合い活動の推進に向けた『啓発・働きかけ』
（３）様々な関係者、関係機関との『ネットワークづくり』
※地区の実情に応じて、世代間交流を目的としたイベント、見守り活動等を行っています。

自治会名：本町、西町1・2・3、
赤神1・2・3、西貝野、
下平、小原一色、東貝野、其原、
南中津原、皷、一之坂

自治会名：御薗、みその団地、楚原、
北金井、東一色、笠田東

自治会名：梅戸北、門前、大井田、高柳、
平塚、石榑下、中央ヶ丘、石榑北山、
石榑北、渕、出口、大門、山条、
宇賀、鍋坂、小原、一色、戸井、
新田、湟川、北垣内、片樋

自治会名：下野尻、坂本、山口、本郷、
篠立、古田、上相場

【北勢町】設置数：１５ 【員弁町】設置数：６

【大安町】設置数：２２ 【藤原町】設置数：７

福祉委員会設置自治会数：５０(令和２年３月３１日現在)
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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」
　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6月6日(土)10：00～12：00
　　　　②令和2年7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）

内　容　①臨床心理士による相談カフェ
　　　　②お話カフェ
参加費　無料

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

　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。

○福祉委員会設置地域からの声○福祉委員会設置地域からの声

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

●地域の「今」を知ることができるようになった。
　福祉委員会ができて地域の情報を、様々な方の視点や気づきを持ち寄ることで、地区の現
状を以前よりも詳しく把握できるようになりました。

●担い手不足の解消につながった。
　地域で活動している方々と情報共有することで、自然に互いを支え合う関係ができ、協力
者や活動者も増えてきました。

●災害時への取組みができるようになった。
　地域の困りごとや生活状況などが分かるようになり、災害などの緊急時にも、迅速に安否
確認や対応が行えるようになりました。

生活支援コーディネーター
社協

福祉委員会

いなべ市

話し合いや情報を共有する場

【自治会】
行事・地域情報など

【民生委員児童委員】
見守り活動・
気になる人など

【ボランティア】
※ふれあいサロン
地域活動など

【老人クラブ役員】
※ふれあいサロン
　老人クラブ活動など

活動・困り事等の報告

地域福祉活動がさらに活発に行わ
れるよう、これからも、福祉委員会
の設置及び活動の推進を行っていき
ます。
福祉委員会の活動については、今

後も紹介していきます。
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令和２年度 園庭開放日のご案内令和２年度 園庭開放日のご案内
石榑保育園・三里保育園・丹生川保育園・山郷保育園・員弁西保育園

　毎月、１回２時間程度、小学校入学前のお子さんが安心して遊べる場所、親子で楽
しくふれあう場所として園庭を開放します。
　固定遊具はもちろん、砂場・三輪車などご自由にお使いください。
★利用していただける方
　小学校入学前の乳幼児と付添う保護者
★開放時間
　午前9：30～午前11：30
★年間開放予定日

　新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、9月までは中止させ
ていただきます。
　なお、10月以降も感染の状況により、変更または中止とする場
合は各保育園の掲示板等で周知いたします。予めご了承ください。

★子育てに関する相談は、事前予約にて随時開催いたします。まずは、お電話ください。
経験豊富な主任保育士が子育てに関する悩みごとに対応します。
　※市内在住の方に限ります

保育園から…

開放月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

石榑保育園
☎78-0245

三里保育園
☎78-1391

丹生川保育園
☎78-2086

山郷保育園
☎72-2624

員弁西保育園
☎74-4182

22日（木）

26日（木）

17日（木）

28日（木）

18日（木）

4日（木）

30日（金）

30日（月）

22日（火）

25日（月）

22日（月）

15日（月）

15日（木）

12日（木）

10日（木）

14日（木）

17日（水）

10日（水）

23日（金）

25日（水）

17日（木）

22日（金）

19日（金）

9日（火）

13日（火）

10日（火）

8日（火）

12日（火）

9日（火）

9日（火）

　皆さんが、「約束」を守り、楽しい時間と場所になればう
れしいです。
　何か困った時は、お気軽に園長または主任まで声をかけて
ください。
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社会福祉協議会（社協）は、住民の皆さんを会員として構成される団体で、皆さんからご協
力いただいている会費が貴重な財源となっています。
いなべ市社協では、地域住民の皆さんとともに、「誰もが安心して暮らすことができる福祉
のまちづくり」をめざし、地域福祉活動の充実と推進を図るため、様々な活動を行っています。
令和元年度の会費は5,875,300円となり、福祉協力校の支援、ボランティア活動支援、ふ
れあい弁当サービス事業、緊急通報装置設置事業などに活用させていただきました。
令和２年度におきましても、社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員としてご支援
くださいますようお願いいたします。

社会福祉協議会費〈社協会費〉

◇個人会費 ………… 一口　 500円
◇賛助会員個人 …… 一口　1,000円
◇賛助会員団体 …… 一口　5,000円
※目安として金額を設定しております。

社協会費・日赤会費へのご協力お願いします社協会費・日赤会費へのご協力お願いします

《お問い合わせ先》　地域福祉課　団体支援係　池田　☎41-2945

日本赤十字社は、国内外で発生した災害への医療救護活動や、世界中で支援を待っている人
々のための国際活動、健康で安全な生活を支えるため、地域での救急法等講習会の普及、医療
活動などを実施しています。
いなべ市社協も「日本赤十字社いなべ市地区」として、市内外で活動している「地域奉仕団」
の支援や、火災などにあわれた際、日用品や毛布の配布をしています。
毎年５月は「赤十字運動月間」として、自治会を通じて皆さんに活動資金のご支援をお願い
しています。
赤十字活動へのご理解をいただき、ご協力をお願いします。

日本赤十字社活動資金〈日赤会費〉

日本赤十字社いなべ市地区目標額
6,243,000円

◇500円以上を目安としてご協力いただく個人、法人を「協力会員」とします。
◇2,000円以上をご協力いただく個人、法人のみなさまに広報誌「赤十字
NEWS」をお送りし、より赤十字への理解を深めていただけるよう情報提供
に努めます。
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《お申込み・お問い合わせ先》　三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター
　　　　　　　　   　　　　　☎059ｰ227ｰ5160（平日9：00～ 17：00）

四日市会場　 ７月10日(金)、16日(木) 10：00～　じばさん三重
※１日のみの受講や他会場との組合せも可能です。詳しくは三重県福祉人材センターホームページをご覧いただくか、
　お問い合わせください。

対　　　象　介護等の資格をお持ちで、現在福祉・介護の仕事をしていない方　もしくは、
　　　　　　介護職として就職または復帰後、概ね１年未満の方
内　　　容　介護保険制度の動向、介護技術、コミュニケーション技術、認知症ケア、就職相談、

施設体験(現在介護の仕事をしていない方のみ)　など
参　加　費　無料
定　　　員　30名

《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ｰ2944

いろは会

“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。

眠っている資格をもう一度活かしませんか？
介護職員初任者研修など介護の資格は持っているけれど、介護の職に就くことが不安な方や、復
帰したけれど、もう一度『介護の基本』を学び直したいとお考えの方を対象に、介護の知識や技術
のスキルアップができる研修会を開催します。就労相談も行いますので是非ご参加ください。

開催日時　毎月第1、第3火曜日　10：00～ 12：00
会　　場　員弁老人福祉センター会議室１

新規会員
募集中！！

書 楽 会
開催日時　毎月第3水曜日　9：30～ 11：30
会　　場　大安公民館研修室1

●はつらつクラブ紹介●

介護有資格者再チャレンジ研修　参加者募集！

Part４

書道やおしゃべりで、充実した時間を過ごしています。
「書くこと」を通して、楽しく生きがいづくりをしませんか。

貯筋体操やレクリエーションで、心も身体も元気
いっぱい！楽しいおしゃべりと発声トレーニングで、
お口の健康もばっちりです！！
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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、大安町丹生川中の樋口正美さんをご紹介します。
樋口さんは、ご自宅で、まちかど博物館を行っており、
絵馬をはじめとして日本画、洋画など様々な作品を展示し
ています。

ご家族は一人暮らしを心配していますが、「趣味活動など生きがいを持って過ごせて
いるのでありがたい。昔から人に喜んでもらう活動をしないといけないと話していた人
なので、今の生活が本人らしい。これからも元気でいてもらいたい。」と、温かく見守っ
ています。
子どもたちに囲まれ、みんなのために一生懸命頑張っている樋口さん。体調には気を
付けて、これからもお元気で、頑張ってくださいね。

お話し相手や趣味活動（手芸・書道・囲碁・将棋など）のサポートなど、
どんな些細なことでも大歓迎！
みなさんの“できること”でお手伝いをしていただける方を募集します！！
活動時間　月曜日～土曜日　9：30～16：00 のいつでもＯＫです。 

なお、内容によっては曜日限定がありますので気軽にお問い合わ
せください。

藤の花が咲く頃には、地域の子どもや保育園児を呼んで、
藤の花の元でマジックショーや紙芝居を行っています。こ
の活動も今年で21年目になり、「みんなに喜んでもらえる
のが嬉しい」と話されています。
その他、「こどもを虐待から守る家」としての活動や、丹

生川小学校の見守りボランティア、人権擁護員も25年務
められました。近くの家から頼まれた日曜大工なども積極
的に行っています。

そんな樋口さんですが、10年前に中耳炎が原因で
難聴になり、補聴器が必要な生活になりました。ま
た、5～ 6年前には原因不明の病気で起き上がれな
くなり、自宅で寝込んで過ごす時期もあったそうで
す。その後もご子息の病気や最愛の奥様を亡くすな
ど、紆余曲折ありました。しかし、このままではい
けないと思い、毎日体操などで体を動かすように心
がけ、自分がお世話になった方に何か恩返しがした
いという思いから活動を再開し、今は医師から動き
過ぎと注意を受けるくらい元気になりました。

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

《お申込み・お問い合わせ先》　いなべ市ふじわらデイサービスセンター　☎46ｰ8007　担当：竹内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デイサービス悠庵　☎78ｰ4185　担当：寺本

デイサービスボランティア募集
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海の日 スポーツの日

6月1日から7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 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 31

いなべ市社協イベントスケジュール

★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：ふじわら高齢者生活支援センターいこい　
　　　　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。
　時間　13：00～16：00　　会場　北勢福祉センター 2階
《お問い合わせ・予約受付先》　地域福祉課　☎41-2945

★弁護士・司法書士相談　事前予約が必要です。
　時間　13：00～16：00（1人25分以内）
　会場　北勢福祉センター 2階
　担当　地域福祉課 団体支援係：池田・川瀬
★社協の窓口（員弁・大安・藤原）について
　令和２年４月30日（木）をもちまして閉鎖するこ
ととなりました。ご不便をおかけしますが、ご理解
くださいますようお願いいたします。

集いの場まかろん

集いの場まかろん

生活交流会

弁護士相談

四季の家ふじわら四季の家だいあん

弁護士相談

弁護士相談

一般相談

四季の家だいあん

四季の家ふじわら

四季の家いなべ 一般相談

司法書士相談四季の家だいあん

四季の家ふじわら四季の家だいあん

四季の家いなべ

四季の家いなべ

四季の家ほくせい

四季の家ふじわら

四季の家いなべ

四季の家ほくせい

四季の家ほくせい

6月

7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
▶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

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 … 45,602人　▶世帯数 … 18,619世帯　▶65歳以上高齢者数 … 12,355人
▶高齢化率 … 27.1％　▶ボランティア登録者数 … 1,876人

数字で見るいなべ市の福祉
（令和2年4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7月11日（土）10：00～ 12：00（予定）
◆場　　所　北勢市民会館料理教室（いなべ市北勢町阿下喜3083-1）
◆内　　容　手作りピザ
◆定　　員　10名（先着順）
◆参 加 費　ひとり300円(当日徴収します。付添いの方は無料) 
◆申込締切　令和2年7月6日（月）

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

思い出づくり！みんなでオリジナルのピザを作りませんか？　　
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：竹中・松岡　☎41-2945　　chiiki@inabewel.or.jp


