
1

東員町社会福祉協議会だより
ふれあいネットワーク

〒511-0251 東員町大字山田2013　TEL 76-1560　FAX 76-1559

Ｅメール fukushi@toinshakyo.or.jp　HP http://www.toinshakyo.or.jp

発行日／平成27年1月16日　編集・発行／総務福祉係

平成27年 新春号

P 1
P 2
P 3
P 4
P5-7
P 7
P 8

一中吹奏楽部演奏
二中勤労体験学習・表彰
新年あいさつ・リフレッシュ事業
福祉のつどい
イベント情報
シニアカレッジ修学旅行
社協特別会費・お知らせコーナー

もくじ

すごい迫力の全体演奏でした

最後は“演歌メドレー”で締めくくりました

東員第一中学校吹奏楽部の
演奏に感激！

東員第一中学校吹奏楽部の
演奏に感激！

　平成26年10月25日、東員第一中
学校吹奏楽部が「デイサービスセンタ
ーふれあい」で演奏会を行いました。
これは、３年前から恒例となっており、
利用者の方が毎年この時期に楽しみに
している行事です。この演奏を聴いた
利用者の方は「若い力をもらった。演
歌など知っている曲もあり楽しかった。
来年もまた来て欲しいな」と笑顔で話
していました。

利用者の方も演奏のお手伝い
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　11月5・6・7日、東員第二中学校の2年生が
「デイサービスセンターふれあい」で勤労体験学習
を行いました。
　勤労体験学習は、働くことの喜びや厳しさを体験
し、勤労観や職業観を養い、将来の生き方や職業選

東員第二中学校２年生が
勤労体験学習がんばりました！！

▲利用者と共にリハビリ体験中！
　足腰を鍛えています

▲算数の答え合わせは
　“さすが中学２年生です”

▲レクリエーションのお手伝いをしています

択につながることを目的として実施されています。
この体験を通じ、声かけの大切さや一人ひとりに合
ったサービスを行うことの大切さを学びました。こ
の体験が将来の職業選択の一助となれば幸いです。

　平成26年10月21日（火）、第63回三重県社
会福祉大会が開催され、一色利之さんが共同募金
運動奉仕功労者として表彰され、共同募金運動篤
志寄付者として東員町の株式会社ADEKA三重工
場さんも感謝状を受けました。

長年の功績に表彰がありました長年の功績に表彰がありました

　また、民生委員として長年にわたり活躍された
永井良美さんが三重県知事から福祉関係功労表彰
を受賞されました。
　長年にわたる貢献に感謝申し上げるとともに、
心よりお祝い申し上げます。

▲式典の様子 ▲共同募金運動奉仕功労表彰の
　一色利之さん

▲受賞された永井良美さんと
　水谷町長・三林社協会長
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東員町社会福祉協議会 会長

三 林 孝 夫

新新年のごあいさつ年のごあいさつ

　新年あけましておめでとうございます。皆さま
には、平素より東員町社会福祉協議会の事業並び
に諸活動に対しまして、温かいご支援ご協力を賜
り、心から感謝申し上げます。
　昨年は大雨による土砂災害や、火山噴火による
災害・地震が多数発生しました。社会福祉協議会
では被災者の支援のためボランティアの派遣を行
いました。今後もこのような支援を続けたいと考

えております。困難な生活を余儀なくされている
被害者の皆様には、心からお見舞い申し上げ、一
日でも早く復興することを心よりお祈り申し上げ
ます。
　また、ふくしdeまちづくり事業では、地域福
祉座談会を５地区で開催させていただきました。
今後も引き続き、この座談会の輪を広げると共に、
「助けあい・支えあい」の仕組み作りを通して、
地域で暮らしやすいまちづくりを推進してまいり
ますので、皆様方のご協力をお願い申し上げます。
　終わりに、皆さまのご健勝とご繁栄を心からお
祈りいたしまして、新年のごあいさつとさせてい
ただきます。

在宅介護者のリフレッシュ！おしゃべり会

　東員町の介護教室は、介護に関する学習会や
情報交換などを通じて、介護者同士が交流する
場です。毎回気楽に話の輪に入ることができる
「おしゃべり会」も実施しています。
　ご参加を希望される方は、メール、電話にて
お申し込みください。

わたしのプチ自慢
日時　1月22日（木）
　　　10：00～12：00
場所　東員町ふれあいセンター
　　　研修室
内容　ちょっぴり人に自慢したく

なる趣味や得意なことを披
露してください。

参加費　無料

対象者　高齢者を介護している家族
　※おしゃべり会だけの方も、初めての方も、ぜひご参加ください。
　※ふれあいセンターまでの交通手段にお困りの方は、社会福祉協議会までご連絡ください。
受付先・問い合わせ先
　東員町社会福祉協議会　TEL76-1560　FAX76-1559　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp 
　※FAX・Eメールでの申し込みは、「リフレッシュ」を件名にしてお名前と連絡先を明記ください。
　　ケアマネージャーでもお受けいたします。

ボディマッサージ
日時　2月26日（木）
　　　9：30～12：30
場所　東員町ふれあいセンター
　　　研修室
内容　ボディマッサージでゆった

りと心地良い時間をお過ご
しください。

　　　（おひとり20分）
参加費　無料

ぶらりいなべ
日時　3月19日（木）
　　　10：30～14：00
集合場所　東員町ふれあいセンター
内容　いなべ市で毎年恒例の梅ま

つりが開催されます。介護
者の皆さん、一緒にお出か
けしてリフレッシュしませ
んか。

参加費　500円（昼食代含む）

▲最新の福祉用具の説明を受けました。

介護のことでひとり悩んでいませんか？

▲ネイルを楽しみました。
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地域でどのような支えあいがあるといいと思
いますか。
●とにかく近所での“あいさつ”が大切である。
●自治会単位での助けあいが必要である。
●班で交流ができるような支援があるといい
のではないか。
●できるだけ子供達を交えて年齢層を幅広く
集えるといいのではないか。
●元気老人サロンに子供も来られるようにし
てはどうか。　　　　　　　　　　　など

意見があればお書き下さい。
●介護の仕組みや方法を考える前に、介護予防に
もっと力を入れるべきではないか。
●声掛けと見守りはしっかりした方がいいと思う。
●いろいろなお話を聞かせてもらい、いい勉強に
なりました。
●高齢者だけでなく、子供の見守り隊を作っては
どうか。　　　　　　　　　　　　　　　など

講演を聞いて地域で活かせることはありましたか。
●支えあいについて日頃から話し合えることが大
切である。
●何かの方法で地域デビューを考えることは必要
である。
●今後は、“自助・共助・近助”を進めていく。
●年齢を問わず接し合える方法を考えることは必
要である。　　　　　　　　　　　　　　など

近所の方と話す中で気になる方はいますか。
●一人暮らしの方
●高齢者世帯の方
●近所との交流のない方　　　　　　　など

「福祉のつどい」開催

意見交換会での主な内容意見交換会での主な内容

将来についてみんなで考えました

▲自分の考えをグループの皆さんに伝えました ▲意見交換会ではさまざまな意見がでました ▲代表して意見交換会の内容を発表してもらいました

▲講師の曽田忠宏先生 ▲高蔵寺ニュータウンの取組みを熱心に聞いています ▲自分の意見をまとめています

以上のようにたくさんの意見をいただきました。
皆さんの意見を参考にし、地域福祉の推進に取り組みさせていただきます。

　平成26年11月15日（土）、東員町保健福祉セン
ターホールにおいて「平成26年度福祉のつどい」を
開催しました。
　前半は高蔵寺ニュータウン 市民再生会議 元代表
理事 曽田忠宏氏を迎え、東員町より10年前に団地

開発された高蔵寺ニュータウンでの取組みを通して、
高齢者が安心して暮らせる町づくりについて学びま
した。
　後半は、講演を踏まえ、地域での支えあいについ
て11グループに分かれ意見交換会を行いました。

特集
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シニアcaféとは
　シニア世代が、日頃の暮らしで感じることを気軽
に話し合うなかで、様々な情報を共有しながら、明
るい未来にむけて、みんなで出来ることを考える場
です。

　事故で全身麻痺となり車
いす生活を送る富豪フィリ
ップは、介護士面接にやっ
てきて、開口一番「不採用
にしてくれ」と切り出した
場違いな黒人青年ドリスに
興味を持った。
　そこから始まった異文化
二人の生活。全てにわたり
二人の世界は衝突し続ける
が、やがて互いを受け入れ、
とんでもなくユーモアに富んだ最強の友情が生まれ始
める。
　人生はこんなにも予測不可能で、こんなにも垣根が
なく、こんなにも心が躍り、こんなにも笑えて、涙が
溢れる、驚異の大ヒット感動実話。

シニア世代の語らいの場 「シニアcafé」
映画「最強のふたり」上映会&交流会

プログラム
13：00　受付
13：30　開会・あいさつ
13：40　映画「最強のふたり」上映
15：35　休憩・移動
15：45　交流会

～カフェのようにリラックスした雰囲
気の中で気軽に語り合いましょう～

16：30　閉会
日　時　平成27年3月5日（木）13：30～16：30
場　所　東員町総合文化センター
　　　　1階 ひばりホール ほか
対　象　町内在住の60歳以上の方ならどなたでも
参加費　無料
申　込　当日の先着順
　　　　（事前申込は不要／定員700名程度）
備　考　日本語吹替版での上映となります
問合せ　東員町シニアクラブ連合会
　　　　TEL 76-1560

イベント情報

　「一生懸命話したのに、わかってもらえなかった」
「上手にチラシを作成したのに人が集まらない」と
悩んでいる方、当セミナーへ是非ご参加ください！
　広報の良し悪しはテクニックではありません。
「うまく伝える」コツを楽しく学びましょう。
日　時　平成27年2月24日（火）10：00～16：00
　　　　※昼休憩（1時間）あり　
場　所　東員町ふれあいセンター
内　容　広報の心構え、広報の効果とは、ファンを

増やすコツ、情報の整理方法、映像制作方
法

伝えるコツを身につけよう！
暮らしをよくする広報セミナー

映画「最強のふたり」プロフィール

講　師　森谷哲也さん
（ボノボ代表／「美し国お
こし・三重」地域担当プロ
デューサー）

申　込　下記へお申し込ください。
　　　　定員30名（先着順）
問合せ　東員町社会福祉協議会
　　　　TEL 76-1560
　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp
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イベント情報

　重い障がいをもった我が
子と地域の中で普通に生き
るために、 親の会を立ち上
げ、行政を突き動かし、理
想の通所施設「でら～と」
を立ち上げた、静岡県富士
市・富士宮市に住む親の取
り組みと自立への試みを、
5年にわたり記録したドキ
ュメンタリー。

映画「普通に生きる ～自立をめざして～」
プロフィール

　「赤い羽根共同募金って何？」「一体何に使われて
いるの？」という疑問にお答えします。
　さらに、今回は「一人ひとりが輝くために、みん
なの想いを分かち合おう！」をテーマに、毎年開催
されている「障がい児者のつどい」を同時に開催し
ます。

第1回 東員町共同募金のつどい

平成26年度 東員町障がい児者のつどい児者のつどい
～東員のまちを良くするつどい～

映画「普通に生きる」上映会

プログラム
12：30　受付
13：00　共同募金のつどい開会・あいさつ
13：15　基調講演

講師／板井正斉さん
（皇学館大学准教授・
三重県共同募金会配
分委員会委員）

14：15　募金の使いみち発表
15：00　共同募金のつどい閉会・休憩
15：10　障がい児者のつどい開会

映画「普通に生きる」上映
16：40　閉会
日　時　平成27年3月21日（祝）13：00～16：40
場　所　東員町保健福祉センター 1階 ホール
対　象　関心がある方ならどなたでも
参加費　無料
定　員　100名（要申込・先着順）
申込先　東員町共同募金委員会
　　　　TEL 76-1560
　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

　「会議をしても意見が出ない」「声の大きい人ばか
り話す」「結論がわからない」「雑談が多くてだらだ
ら延長される」…こんな経験ありませんか？
　ファシリテーションは、一人ひとりがイキイキと
話し合いに参加することをサポートします！
　会議の進め方や、話し合いをより良いものにした
いとお考えの方は、ぜひご参加ください。
日　時　平成27年3月28日（土）13：30～16：30
場　所　東員町役場 西庁舎 2階 会議室

“話し合い”をもっと楽しくするコツ
「ファシリテーションセミナー」

内　容　ファシリテーションの基本・機能・役割、
話し合いの演習

講　師　岡村こず恵さん
　　　　（社福）大阪ボランティア協会 事務局主幹
申　込　下記へお申し込ください。
　　　　定員30名（先着順）
問合せ　東員町社会福祉協議会
　　　　TEL 76-1560
　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

同時開催
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イベント情報

　「災害ボランティアセンターは災害時だけ稼働す
る」とお考えの方、決してそうではありません。
　日頃の見守り・支え合い活動が、防災につながり、
有事の際は迅速な個別支援につながります。
　「災害時も平時も助け合えるまち」を目指して…
是非今フォーラムにご参加ください。
プログラム
13：30　受付
14：00　開会・あいさつ
14：10　基調講演

講師／栗田暢之さん（NPO法人レスキ
ューストックヤード代表理事）

15：10　東員町災害ボランティアセンターの紹介
15：20　休憩

東員町災害ボランティアセンターフォーラム
「災害時も平時も助け合えるまちづくりを考える」

シニアカレッジ修学旅行

15：30　交流グループワーク
16：30　閉会

日　時　平成27年2月15日（日）14：00～16：30
場　所　東員共同福祉施設 2階 多目的ホール
対　象　関心がある方ならどなたでも
定　員　100名（要申込・先着順）
参加費　無料
主　催　東員町社会福祉協議会
共　催　東員町・東員町民生委員児童委員協議会・

防災ネットとういん・東員障がい児者友の
会・（社福）健和会・（社福）いずみ

申込先　東員町社会福祉協議会
　　　　TEL 76-1560
　　　　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

　平成26年10月9日（木）、シニアカレッジ修学旅
行が行われました。
　最初に、京都市社会福祉協議会で地域の絆づくり
事業“見守り活動・居場所づくり”について説明を
受けました。
　京都市の高齢化率は25％と東員町と同水準であ
り、平成23年度から「人に優しく、災害に強い、
信頼の絆で結ばれた福祉のコミュニティづくり」を
基本目標とし、「地域の絆づくり事業」を推進して
います。
　京都市には、市長から委嘱を受け、主に一人暮ら
し高齢者を訪問し、安否確認や話し相手となること
等により、地域の高齢者を見守っている老人福祉員
の制度があります。この方々が訪問することにより、
日頃の様子を見守っています。
　また、行政と個人情報を保護する協定を締結し、

自身の情報を提供することに同意された一人暮らし
高齢者及び災害時要援護者の名簿の貸出を受け、こ
の名簿を日常的な見守り活動に活用しています。
　ただ、本当に心配なのは、このような取り組みを
希望しない方であり、そのような方へどのように接
していくのかが課題であるとのことでした。
　見守り活動の勉強後は、
二条城と国宝三十三間堂を
見学して、修学旅行は終了
しました。
　京都市のような大きな市
でも東員町のような小さな
町でも“地域が抱える問題”は同じで、高齢化率が
上昇するにつれ“地域見守り活動”が必要になって
きます。
　ただ、見守りをすることによって、「見守りをし
ている方」も「見守られる方」も元気に過ごすこと
ができます。それは、人と人とが話をすることによ
って、絆が深まり、お互いに元気がもらえるからで
す。
　今後も社会福祉協議会は、このような講座を通じ
て“地域見守り活動”を推進していきたいと考えて
います。▲京都市社協の職員の方の説明 ▲熱心に話を聞く受講生

▲二条城
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このコーナーへの掲載を希望する方は、社会福祉
協議会（TEL76-1560）へご連絡ください。

（福祉・ボランティア・市民活動以外の内容や、）　政治・宗教・営利目的の内容は除きます。
コーナーココーナー

応募資格　町内在住の60歳以上の方で、木曜日9時からの活動に参加できる方
申込期間　2月1日（日）～2月28日（土）　
申込方法　住所・氏名・生年月日・電話番号を明記したものを、各地区役員にお渡しください。
　　　　　応募者多数の場合は抽選します。抽選結果は各地区役員からお知らせします。
問合せ先　東員グラウンドゴルフクラブ　電話76-6777（山形）
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　無料弁護士相談は1日5組の予約制となっておりますので、ご希望の方は、下記まで電話連絡を
お願い致します。相談の際は、関係書類等をお持ちいただくと、スムーズに相談に応じることがで
きます。

★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
日時　2月5日（木）、3月5日（木）、4月6日（月）
　　　9：30～11：30

★笹尾コミュニティーセンター（一般相談・無料弁護士相談）
日時　1月18日（日）、2月15日（日）、3月15日（日）、4月19日（日）
　　　9：30～11：30

※弁護士法、その他の法律に抵触する場合は相談に応じることができない場合があります。
受付先・問い合わせ先
　東員町社会福祉協議会　TEL76-1560　FAX76-1559
　Eメール  fukushi@toinshakyo.or.jp
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おお知知知知ららせせ

　7月から住民の皆さまにご協力をいただきました社会福祉協議会特別会費の
実績報告をさせていただきます。多くの方にご協力をいただき、下記の金額と
なりました。お寄せいただいた会費は、「支えあい・助けあい」を中心とした
地域福祉活動の推進のために活用させていただきます。ご協力ありがとうござ
いました。

社会福祉協議会特別会費の実績報告

社会福祉協議会特別会費　824,000円


