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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
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　三和小学校の4年生が介護二次予防事業（いきいきサロン）と、6年生がデイサービスセンター
ふれあいの利用者の方と総合学習の一環として世代間交流を行いました。子供達も利用者の方も
笑顔いっぱいで楽しいひとときを過ごすことができました。

学校の4年生が介護二次予防事業（いきいきサロン）と 6年生がデイサ ビスセ

えが が っぱい！えがおがいっぱい！
世代間交流

三和小学校4年生の子供達が
介護二次予防事業（いきいきサロン）

を訪問しました。

三和小学校伝統の
鼓笛演奏に利用者の方も
感動していました。

三和小学校6年生の
子供達が

施設見学と介護体験！
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行事案内行事案内行事案内行事案内

日　時　2月3日㈮
行　程　東員町（各地を巡回7：00～8：00）～通天閣（見学）～新世界（昼食・散策）
　　　　～東員町（各地を巡回18：00～19：00）
対　象　65歳以上のお一人暮らしの方
定　員　40名（先着順）
参加費　3,000円
申　込　1月27日㈮までに、住所・氏名・電話番号・乗降場所（←申込時にご案内）を社会福祉協議会へ

ひとり暮らし高齢者交流会ひとり暮らし高齢者交流会 大阪通天閣と新世界

参 加 者 募 集

　新年あけましておめでとうございます。皆さまには、平素は社協運営に
対する温かいご理解と絶大なご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年は3月11日に東日本大震災が発生し、1.5万人を超える尊い命が奪われました。ま
た、三重県内においても台風12号による豪雨災害があり、三重県南部に甚大な被害が発生いたし
ました。本協議会におきましても、職員派遣や義援金活動を通じて地域復興に尽力させていただき
ました。今後もできる限りの支援をさせていただく所存であります。
　また、現在の社会情勢は、国際化、情報化、高齢化が急速に進行しつつあります。このような時
に当たり、克服すべき多くの課題を抱えており、福祉需要はますます複雑・多様化するなど、まこ
とに厳しいものがあります。本年はこの多様化する福祉課題に対し従来以上に「絆」を大切にし、
福祉施設・ボランティア団体・行政等と連携を図りながら、一人ひとりが地域で安心して暮らせる
町づくりの実現に努めてまいりますので、どうか本年もより一層のご支援と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致します。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
社会福祉協議会長　三 林 孝 夫

　会議や寄り合いは、やっぱり面白くない？？ 一人ひとりが『活きる』話し合いを通して、人が集まる場や、
団体活動を盛り上げよう！
日　時　2月26日㈰　13：00～16：30
場　所　東員町役場 西庁舎 2階
対　象　どなたでもOK
定　員　30名程度（先着順）
内　容　●「場をつくる」とは（心構えなど）　●話し合いの課題・場面　
　　　　●「価値観の違い」と向き合う　　　●参加の場のつくり方
申　込　とういんボランティア市民活動支援センター（電話76-1560）まで

「面白い」会議のつくり方「面白い」会議のつくり方 ファシリテーションセミナー



3

　「チラシやポスターを作っても効果がない…」とあきらめていませんか？広報は「伝える」だけでなく「伝わ
る」ことが大切です。このセミナーでは「伝わる広報」を目指すためのノウハウをお伝えします。
日　時　3月10日㈯　13：30～16：30
場　所　東員町役場 西庁舎 2階 会議室
対　象　ボランティア、NPO、行政関係者など、広報にお悩みの方
内　容　●良い広報と悪い広報の違い　●広報に必要な準備とは
　　　　●広報から再発見できるもの　●「伝わっている？」を体感するワークショップ 
　　　　など　※質疑応答あり
申　込　とういんボランティア市民活動支援センター（電話76-1560）

「伝わる広報」を目指そう！「伝わる広報」を目指そう！広報意識改革セミナー

日　時　3月23日㈮～25日㈰　※行き帰りともに夜行バス
行　程　東員町（23日22：00）～東京ディズニーランド（24日開園～閉園 フリータイム）
　　　　～東員町（25日6：00頃）
対　象　町内在住の母子家庭、父子家庭、及び寡婦の方々
参加費　大人6,200円、中高生5,300円　小人4,100円　（3歳以下は無料）
　　　　※飲食代等園内で必要な経費は自己負担となります。
申　込　3月2日㈮までに、住所・氏名・電話番号・乗降場所（←申込時にご案内）を下記へ
　　　　先着順。電話FAXは仮受付です。参加費納入後、申込完了となります。
注　意　申込後のキャンセルは、出発日の2週間前まで無料（以後のキャンセルは、日数に応じたキャンセ

ル料が発生）。バス座席は指定できません。奇数での申込時は他の申込者と相席になります。
申込先　東員町母子寡婦福祉会（山田2013東員町ふれあいセンター内）　電話76-1560

東京ディズニーランドへの旅東京ディズニーランドへの旅シングルペアレントふれあい交流会

　あの「歌声サロン電車」の「どんぐり」がお贈りする 「歌声喫茶」。昭和30年代、みんなとつどい唄った、
あの歌声喫茶が東員の地によみがえります。
歌声喫茶…昭和30年頃、東京都市部を中心にブームとなった喫茶店で、客が一緒になって当時の民謡、唱歌、歌謡曲を歌った。現在

のカラオケと違って客同士の独特の一体感が人々のやすらぎや哀愁を呼んだ。現在も営業しているお店もあり、復活の兆し
もみられる。

日　時　2月29日㈬　13：30～15：00　※受付13：00から
場　所　東員町ふれあいセンター 2階 ふれあいの間
料　金　お一人様 500円（ドリンク・おやつ付き）
申　込　氏名と電話番号を下記へ
問合せ　NPO福祉ネットどんぐり（服部）　電話24-4094　FAX23-5459

歌声喫茶歌声喫茶NPO福祉ネットどんぐり主催

　シニアcaféとは、毎年開催されている『東員町シニアカレッジ（※今年度で第37期）』卒業生を中心に、
共に学んだ「仲間」との再会（＝キズナづくり）や、学んだことを実践する「きっかけ」として、参加者全員が
楽しく交流を深める場です。
日　時　3月2日㈮　13:30～16:00
場　所　東員町勤労者会館 2階 多目的ホール
対　象　シニアカレッジ卒業生のほか、関心のある方であればどなたでもOK
内　容　第1部／ドラムサークル…講師／青葉 航さん（東京コミュニティ・ドラムサークル代表）

※ドラムサークルとは…ドラムやパーカッション（打楽器・鳴り物）を使って、輪（サークル）になって、その場のみんなで
アンサンブルすること。年齢、性別、楽器の経験を問わず、誰でも参加出来て、ストレス発散、音感・リズム感をアップ
できます！

　　　　第2部／交流会…参加者同士が楽しく交流します。
申　込　東員町シニアクラブ連合会（電話76-1560）

シニアカレッジ卒業生集合！同窓からの「つながり」づくりシニアcafeシニアcafe
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東日本大震災義援金東日本大震災義援金東日本大震災義援金

皆さまの温かい絆皆さまの温かい絆皆さまの温かい絆

日本赤十字社を通じて義援金を受付した団体

★日本赤十字社への義援金…3,986,668円
★共同募金会への義援金………432,299円

台風12号三重県災害義援金台風12号三重県災害義援金台風12号三重県災害義援金
★総額………………………35,468円

　ご協力ありがとうございます。皆さまからお寄せいただいた義援金は日本赤十字社三重県
支部を通じて被災地に送金させていただきました。
　なお、東日本大震災義援金は期間を延長し、平成24年3月31日まで社会福祉協議会窓口
で受付をしておりますので、ご協力よろしくお願いします。

●穴太自治会
●稲部小学校PTA
●NPO法人日本理美容福祉協会
●大木自治会
●大木自治会大沢組
●健康体操自主グループ
●健和会親睦会
●笹尾西2丁目自治会
●笹尾西2丁目自治会第7班
●笹尾西4丁目自治会
●笹尾東1丁目自治会
●笹尾東2丁目自治会

●笹尾東1・4丁目自治会
●城山1丁目自治会
●城山3丁目自治会
●城山自治会連絡協議会
●城山青少年育成会議親睦会
●東員花卉くらぶ
●東員シニアゴルフクラブ
●東員町自治会長会
●東員町社協役職員一同
●東員町流鏑馬保存会
●東員陶寿会
●東員ユニカールクラブ

●中上自治会
●長深自治会夏祭り実行委員会
●子（NE）の会
●パークレジデンス
●㈲光設備工業
●ふらわぁ～びれっじ朝市
●フレンドリークラブ笹尾白鶴の会
　健康太極拳一同
●ボランティアサークルわかば
●松の会
●友信工業㈱

（※敬称略・あいうえお順）

共同募金会を通じて義援金を受付した団体 （※敬称略・あいうえお順）

●ガールスカウト三重県第12団
●東員町民生委員児童委員協議会

　平成24年1月10日、神田小学校5年生が収穫したお米を保
護者の方に購入していただき、その内、金5万円を義援金とし
て日本赤十字社三重県支部東員分区　水谷俊郎分区長に直接、
手渡ししていただきました。水谷俊郎分区長は「皆さんの気持
ちのこもったお金なので、被災者の方に大切にお届けします」
と義援金を受け取りました。

三重県熊野市▶

岩手県大槌町▶

◀水谷俊郎分区長と神田小学校５年生（丹野悠君、佐藤優衣さん、水谷朱莉さん）
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共同募金レポート共同募金レポート
by 東員町共同募金委員会by 東員町共同募金委員会by 東員町共同募金委員会by 東員町共同募金委員会

イベント募金活動イベント募金活動イベント募金活動イベント募金活動

ご協力ありがとうございました

町内各地に様々な方々の「やさしさ」がありました

（敬称略・あいうえお順・H23.12.28現在）

（H23.12.28現在）

集特集特集

　毎年10月1日から12月31日までの3カ月間、『じぶんのまちを良くする仕組み』として全国各
地で取り組まれた赤い羽根共同募金運動。
　東員町でも、自治会長さんをはじめ、多くの皆様にご協力いただき、23年度運動を無事終了さ
せていただくことができました。誠にありがとうございました。
　皆様から寄せられた募金は、貨幣としての経済的な価値に留まらず、お一人お一人の『やさし
さ』として、東員町をもっと優しくしてくれます。なぜなら…赤い羽根の募金活動は、町の人のや
さしい気持ちを集める活動だから…。
　あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、きっと、町を変えていくはじめの一
歩となるはずです。 もっと、もっと、良いまちになりますように…。今後とも「赤い羽根共同募
金」＝「じぶんの町を良くするしくみ。」へのご参画をよろしくお願いします。

●10月7日㈮：東員町高齢者のつどい
　場所　東員町総合文化センター
　協力　東員町シニアクラブ連合会のみなさん
●11月6日㈰：東員福祉まつり
　場所　東員町保健福祉センター ・ 
　　　　東員町ふれあいセンター
　協力　東員町シニアクラブ連合会 と 
　　　　ガールスカウト三重県第12団のみなさん
●11月13日㈰：東員町農業商工祭
　場所　東員町陸上競技場　駐車場
　協力　ガールスカウト三重県第12団のみなさん
●12月3日㈯：東員福祉まつり成果発表・交流会
　　　　　　　 ＆ドラムサークル
　場所　東員町保健福祉センター
　協力　東員福祉まつり実行委員会の皆さん

法人募金活動法人募金活動法人募金活動法人募金活動
●アース建設㈱
●㈱アサヒダイテック
●㈱ADEKA
●一色建設㈱
●イヅモヤ
●伊藤土建㈱
●㈱ifサポート
●医療法人 康誠会 東員病院
●いわさ商店
●岩花内科 岩花正巳
●㈱魚国総本社

全募金活動の実績全募金活動の実績全募金活動の実績全募金活動の実績
●一般募金…2,441,824円　 ●歳末たすけあい募金…1,244,052円　 ●総額…3,685,876円

●NTN精密樹脂㈱
●㈲小川設備
●カトウ鋼機
●教育産業㈱
●桑名信用金庫 員弁支店
●㈱巧建社
●㈱五大オーエー
●ささ亭
●㈲嶋屋
●㈲鈴木商店
●石光工業㈱

●㈱ゼット販売工業
●大起産業㈱
●中京医療㈱
●㈱中京銀行 西桑名支店
●月乃舎
●東洋ゴム工業㈱
●㈱トモヱ
●豊通ヴィーテクス㈱
●中村商店
●南部武司事務所
●㈲日置佛壇店

●㈲フロアコート
●㈲ホクセイギフトセンター
●北東自動車㈱
●丸武商会
●三重重工業㈱
●三林精工㈱
●㈱三輪器械
●四日市保険産業㈱
●㈱リードガイロビカ

▲10月7日 東員町高齢者のつどい

▲11月6日 東員福祉まつり

▲11月13日 東員町農業商工祭

▲11月13日 東員町農業商工祭
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保健福祉センター 外周保健福祉センター 外周

　今年度2回目の「ひとり暮らし高齢者のつどい」が東員町保健
福祉センターで開催されました。 
　午前10時に開会し、わかば代表の木村さん、町長、社会福祉
協議会長から各々挨拶があった後、アトラクションとして、「手
品」と「コーラス」が行なわれ、皆さんゆったりと楽しい時間を
過ごされました。
　アトラクション終了後は、お待ちかねの昼食タイム！「ボラ

ンティアサークルわかば」の皆さんの手作りによる昼食が提供され、その後も、閉会までの間、参加
者、ボランティアが相互に交流し、ゆっくりと団欒を楽しまれていました。

地域福祉の話題地域福祉の話題

東員福祉まつり東員福祉まつり日11/6

　東員町保健福祉センターを中心に、町内4箇
所の公共施設で3年振りとなる「東員福祉まつ
り」が開催されました。
　昨年は台風、一昨年は新型インフルエンザの
流行で、2年連続で開催中止となるなか、今年
も前日から降り続く雨の影響が大変心配されま
したが、当日は小雨が2～3回降る程度で、約
2,000人が来場され、大いに賑わいました。

東日本大震災復興支援バザー東日本大震災復興支援バザー

東員第一中学校ブラスバンド演奏東員第一中学校ブラスバンド演奏

ひとり暮らし高齢者のつどい（ふれあい会食サービス）ひとり暮らし高齢者のつどい（ふれあい会食サービス）土11/26

元気になるための大人の塾 ～健康塾～元気になるための大人の塾 ～健康塾～火10/25

　10月の健康塾は中部公園で「パークゴルフ」を楽しみました。
　参加者は“スポーツの秋”を、適度な運動で気持ち良く過ごさ
れました。
　また、今年度の参加者が来年度の「健康塾」の企画を考えまし
た。新年度の計画に反映する予定ですので、是非ご期待くださ
い。

CORORO
「皆でガラクタ楽器で演奏会」

CORORO
「皆でガラクタ楽器で演奏会」

オープニング・いずみの太鼓演奏オープニング・いずみの太鼓演奏



7

　東員町保健福祉センターホールにおいて、史上初の取組として、東
員福祉まつり成果発表・交流会が開催されました。
　この会は、11月6日㈰に開催した「東員福祉まつり」の出展団体及び
一般来場の皆さんが一堂に集まり、まつり当日の活動内容を楽しく発表しながら、参加者同士の交流
を深めることで、個々の想いを分かち合い、つながり、今後の活動意欲の向上につなげようと、出展
者を中心に約60名の方が参加されました。

　当日は、まず実行委員会から、準備作業から当日の実施内容についてス
ライドを用いて報告があり、続いて、出展団体の皆さんから、自ら実施し
た取組や、まつり全体を通して気づいたことなどが発表され、最後に、そ
の場にいる全員が参加して、最初は1対1で10分、次は3名1組で10分、
最後は4名1組で15分ずつ、催事報告＆交流を兼ねたワークショップを
実施し、参加した全員が対話を楽しまれました。

東員福祉まつり 成果発表・交流会東員福祉まつり 成果発表・交流会土12/3

交流ワークショップ交流ワークショップ

活動報告活動報告

　「ネイルアート教室」が東員町ふれあいセンターで開催されました。
　家事や子育て、介護などの日常から離れ、託児はボランティアの皆さんにお願いしてネイルアート
を楽しみました。
　参加者からは「楽しい時間を過ごせました。次回もぜひ参加したい」と感想をいただきました。

心も鮮やかになる時間 ～ネイルアート教室～心も鮮やかになる時間 ～ネイルアート教室～月11/28

楽しいひとときです楽しいひとときです 鮮やかなネイルの色鮮やかなネイルの色 ボランティアの皆さんによる託児風景ボランティアの皆さんによる託児風景

　毎年12月3日から9日は、「障害者週間」に定められ、全国各地で
「障害者週間」の前後を含む期間中、障がいや障がいのある人に関する
国民の関心と理解を深めるとともに、障がいのある人の社会参加を促進
するため、様々な行事が実施されています。
　この期間にあわせて、東員町でも、東員町保健福祉センターにおいて、

11月6日㈰に開催された 東員福祉まつり 
の「成果発表・交流会」とタイアップする形で、障がい児者のつどい＝
「ココロのサプリメント♪ドラムサークル」が開催され、約60名の方が
参加されました。
　場の進行役を務めたのは、ドラムサークルファシリテーターの青葉航
さん。全員が自由に好きな打楽器を手に取り、円になって、自由に音を
出しあいながら、楽しい時間を過ごしました。

平成２３年度障害者週間イベント「ドラムサークル」平成２３年度障害者週間イベント「ドラムサークル」土12/3
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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（☎76-1560）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

対 象 者　町内在住のひとり親家庭の児童・生徒のうち下記のいずれかに該当する方
　　　　　①小学校に入学　②中学校に入学　③中学校を卒業　
申請方法　指定の申請書を、2月20日㈪までにご提出ください
　　　　　（申請書は社会福祉協議会窓口にて配布。手続きに印鑑と振込先が必要。）

ひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へひひひひひひ へへ・・父（ ）のりりひひひ へへ父 のととととと （ ）ひひひひととと 父ひ 父ひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へ『入学・卒業祝金』を贈呈します
徒の徒のうちうちち下記下記記のいのいいずれずずれかにかに該当に該当する当する方る方
『『入入入『入入入『『入入入入入入学学入入学学入学学学学・学学・学 卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒業業祝業業業祝祝祝祝祝金金金金』』』ををを』をを』』ををを贈を贈を贈贈呈贈呈贈呈呈ししし呈し呈ししししまましましまますすすすすすますすすすすすす『『入入入『『入入『『入入入入入入学学学入入入学学学入入入学学学学・・学学・・学 卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒卒業業業祝祝祝業業業業業祝祝祝祝祝祝祝祝祝金金金金金金金金金金金』』』ををを』』ををを』』』ををををを贈贈贈ををを贈贈をを贈贈贈贈呈呈呈贈呈呈贈呈呈呈ししし呈呈しし呈ししししししままましししまましままままますすすすすすすすますすすすす『入学・卒業祝金』を贈呈します『入学・卒業祝金』を贈呈します

応募資格　東員町在住の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㈬～2月29日㈬　
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76-7701（家田）、090-4267-1491（平井）

　毎月第3日曜日に笹尾コミュニティーセンターで開催している弁護士による心配ごと相談を、相談
者の待機時間短縮のため予約制に変更となりました。（各20分間　1日6組）
予約時間　①10：00～10：20　②10：20～10：40　③10：40～11：00
　　　　　④11：00～11：20　⑤11：20～11：40　⑥11：40～12：00
なお、一般の心配ごと相談については予約無しでご利用いただけます。

東員グラウンドゴルフクラブの会員を募集します
応応募資応募資格資格 東東東員町員町町在住在住住の6の60歳0歳歳以上以上上の方の方方でで 木曜木曜日9曜 9時か時からのからの活動の活動に動に参加参加加できでききる方る方方
東東東東東東東員員員員グググググググララララララウウウウウンンンンンンドドドゴゴドゴルゴルルフフフルフフフクククフククククラララクラララブブブラブブブブのののブののの会会の会会会員会員員ををを員をを募募を募集募集しし集集ししまましますすすますすすすす東東東東東東東東東東東東東東東東東東東東員員員員員員員員員員員グググググググググググググララララララララウウウウウウウウウウウウウウウンンンンンンンンンンンンドドドゴゴゴドドドドドゴゴドゴゴゴゴルルルゴゴゴゴゴゴゴゴゴルルルルルフフフルルルフフフフフクククフフフククククフフフククククラララククラララククククラララブブブラブブブブブラブブブブブのののブブブのののブブブブブブのののの会会会のの会会会会会の会会会会員員員会会員員員会会会員員員会員員員ををを員員員を員をををを募募募ををををを募募募を募募募集集集募募募募募募集集募集集集集ししし集集集集集集集集集ししししまままししましししまままますすすまますすすまますますすすすすすすすすすすすすす東員グラウンドゴルフクラブの会員を募集します東員グラウンドゴルフクラブの会員を募集します

弁護士による心配ごと相談が予約制に変更になりました
毎月毎月第月第3日3日曜日曜日日に笹に笹笹尾コ尾コミミ ニテニテテ セセセンタンタタ ででで開催催して催していている弁る弁弁護士護士士によによよる心心配ご心配ごと相ごと相談相談をを 相談相談談
弁弁弁弁弁弁弁護護弁弁弁弁護護護護護護士士士士士士士士士ににによよよににににににによよよよるるるよよよよよよるるるる心心心るる心心心心配配心心心心心配配ごご配配配ごごごごごとととごごごごごごとととととと相相とと相相とと相相相談相談相談談がが談がが談ががががが予予予が予予予が予予予予約約予約予約約制約制約制制に制制にににに変変にに変変ににに変変変更更変更更変更更に更更にににになななににななににになななななりりりなりりりなりりりりままりまりまましししししまししししししたたたたたたししたたたたたたた弁弁弁弁弁弁護護護弁弁弁弁弁弁弁弁弁護護護護護護護護護護護護士士士士士士士士士士ににによよにににによよよよるるよよよよるるる心るる心心心心配配心心心心心心心配配配配ごごご配配配配配ごごごごごととごごごごごごととととと相相相ととと相相相ととと相相相相相談談談相相談談相談談談談談ががが談談ががが談談ががががが予予ががが予予ががが予予予予約約約予予約約約予予約約約約約約制制制約約制制制約約約制制制制制制にに制制制制制ににに変変変ににに変変変変変変変変更更変変更更変変変更更更更にに更更更更ににになななにににななななななななりりりなななりりななりりりまままりりまままままままましししししまましたたたたたたたたたたたたたたたた弁護士による心配ごと相談が予約制に変更になりました弁護士による心配ごと相談が予約制に変更になりました

おお知知知知ららせせ

●笹尾コミュニティーセンター ●無料弁護士相談●東員町ふれあいセンター
2月19日㈰　3月18日㈰ 2月19日㈰　3月18日㈰1月25日㈬

2月6日㈪、27日㈪
3月5日㈪、26日㈪

社会福祉に貢献社会福祉に貢献
　平成23年11月30日、平成23年度社会福祉事業関係団体功労者と
して厚生労働大臣表彰を受賞された藤原淑子さんと平成23年度中央
共同募金会会長表彰を受賞した㈳三重県共同募金会東員町共同募金委
員会の代表者の位田宣雄さんが水谷俊郎町長を表敬訪問されました。

　平成23年11月1日、三重県総合文化センターで開催された
第60回三重県社会福祉大会において、東員町の永井良美さん
（民生委員・児童委員功労者）と片松雅弘さん（共同募金運動
奉仕功労者）が受賞されました。民生委員・児童委員功労表彰

永井良美さん
共同募金運動奉仕功労表彰

片松雅弘さん


