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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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シニアカレッジ卒業式＆シニアCafé
平成24年度事業計画・予算
ゆずりはネット、衣料回収
シニアカレッジ
健康塾
配食サービス、ボディマッサージ、職場体験
社協会費・赤十字社費、お知らせ

も く じ

　平成23年度（第36期）東員町シニアカレッジ教養学部32名・IT学部15名の方が
卒業されました。卒業式終了後は、シニアCaféが開催され、歴代の卒業生の方との
交流会が行われました。

23年度（第36期）東員町シニアカレッジ教養学部32名・IT学部15名の

卒業おめでとう！卒業おめでとう！
平成23年度（第36期）東員町シニアカレッジ

最初はドラムサークルで
一体感が得られました

その後の交流会では
活発な意見が出されました

第36期シニアカレッジ 教養学部卒業生

第36期シニアカレッジ IT学部卒業生
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平成24年度東員町社会福祉協議会重点項目
法人運営の基盤強化、活性化を図り、
どなたからも信頼され認められる組織づくりを進めます。
●社会福祉協議会改革委員会（仮称）を立ち上げて社協の課題を多角的に分析し今後の方向
性とあるべき姿を明確にします。
●人事考課制度導入に向けた準備を行います。当制度の導入により、高い知識と技術をもっ
た専門職集団として地域福祉の向上に貢献できることをめざします。

東員町のセーフティネット機能を社協の役割として確立し、
社会化されていない困りごとに対応します。
●どなたも安定した在宅生活を送れるよう、地域のみなさん、地域の専門職と連携して少数課
題の解決に取り組みます。
●判断能力等が低下した方の地域生活を支えるため、法人として後見人を受任できるように準
備を始めます。

障がいのある方がサービスを適切に利用して
生きがいを持って地域で暮らせるようマネジメントします。
●指定特定相談支援事業者の指定を受けます。相談支援専門員が専門的見地から相談に応じ、
また、本人のご希望に添ったサービス等利用計画を作成します。

地域課題の解決にむけて自主的に取り組むボランティア、NPO活動を
総合的に支援します。

（単位：千円） （単位：千円）

●住民参画で運営されているとういんボランティア市民活動支援センターの事務局として、分
野・部局を横断し、全町的なまちづくり活動を応援します。

介護保険サービス、障がい福祉サービスの質の向上に努めるとともに、
地域福祉の考え方を基本として、利用者が地域社会との関係を保ちながら心豊かに
生活していくために必要な支援のあり方について、慎重に検討を進めます。
●生活の継続性に視点を置いてサービスを提供します。
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予算 収入の部 支出の部

合計
224,175

合計
224,175

会費 4,320
寄付金 4,001

町補助金 31,962

受託金 31,462
事業収入 630
貸付事業 100
共同募金配分金 3,000

負担金 1,926介護保険 127,360

自立支援費 5,892
利用料 30
雑費 712
受取利息 290

経理区分間繰入金 5,112 前期末支払資金残高 7,378
予備費 564

人件費 134,063

事務費 4,527

退職共済 6,685

事業費 61,171

経理区分間繰入金 5,112
負担金 323

助成金 4,863
貸付事業 150

固定資産取得 6,717

※社協…社会福祉協議会の略
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　まだ使える…もったいない…そんな福祉用品はありませんか？
　町内で必要としている人がいるかもしれません。「ゆずりはネット」に
ぜひご登録ください。
　これまでに、介護用ベッド、ポータブルトイレ、未使用のオムツなどを
譲られ、大変喜ばれました。

　不要になった福祉用品を無償で提供していただき、必要とする方に
ご紹介します。交渉や譲り渡しはご本人同士で行なっていただきます。

ご家庭で使わなくなった福祉用品を譲りあう

福祉用品のリサイクル
「ゆずりはネット」
福祉用品のリサイクル
「ゆずりはネット」
福祉用品のリサイクル
「ゆずりはネット」

★提供できる福祉用品の例

★お申し込み・お問い合わせ

必要でなく
なった人か

ら、

　　　　
必要として

いる人へ
…

　 あなた
のやさしさ

活かします
！

社会福祉協議会

使いたい人譲りたい人

①登録 ①登録

②情報提供 ②情報提供

③交渉・譲り渡し

介護用ベッド、車いす、手押車、おむ
つ、ポータブルトイレ　など

東員町社会福祉協議会（東員町山田2013）ふれあいセンター
TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinsyakyo.or.jp
HP：http://www.toinshakyo.or.jp/

★譲りたい人・使いたい人
①希望される福祉用品を登録していただきます。
②譲りたい人と使いたい人のご希望が一致したらご紹介します。
③ご当人様どうしが交渉し、譲り渡しが成立します。
※ベッドの搬送・組み立てに不安がある人はご相談ください。

日　時　6月16日（土）午前9時から12時まで（雨天決行）
場　所　㈱デンソー大安製作所 健保体育館
デンソー社員によるボランティアグループが中心となり「海外支援衣料回収活動」を実施します。
どうぞ、温かいご支援とご協力をお願い致します。

ダンボール 1箱につき、海外運送費として1,000円以上のカンパをお願いします！
※衣料を海外に送る費用は、みかん箱大1箱1,500円かかります。

お問い合わせ先　㈱デンソー大安製作所 総務（ボランティア支援窓口）森　TEL：87-1221

衣料はダンボール箱・紙袋・ビニール袋などに詰めてお持ちください

スーツのジャケット、ブレザージャケット、スカート、ワンピース、和服、
ベビー服、ベビー用品、布団、靴、カバン、
雑貨小物類（ネクタイ、ベルト、帽子、手袋、マフラーなど）

毛布、ズボン、ジーンズ、Tシャツ、ポロシャツ、トレーナー、
セーター、ブラウス、カーディガン、ジャンパー、コート、
子供服 （子供服は身長80㎝以上のもの）

下着、靴下、パジャマ、タオル、タオルケット、シーツ

お願い

洗濯済

※いずれも、シミや傷みの無い物でお願い致します。

新 品

取扱わないもの取取扱取扱取扱取扱取扱取扱取取 わなわなわなわなわなわなわなわわわわなわなわなわないもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもいもののののののののののののののののわなわわわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわなわななわなわなわななななななななないいい取扱わないもの

取扱い対象

衣料回収にご協力を！衣料回収にご協力を！



（１）「教養学部」の1学部で構成。
（２）60歳以上の方を対象にした生涯学習講座。
（３）仲間づくり、生きがい、社会参加のために学び、交流する場。
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第37期 東員町シニアカレッジ第37期 東員町シニアカレッジ第37期 東員町シニアカレッジ
東員町シニアカレッジとは…

募集要項
１．受講資格

町内に在住する60歳以上（4月1日現在）の町民
２．申し込み方法

●申し込みは、先着順となります。
●下記の申込書に必要事項を記入し、官製はがきと一緒に提出してください。
●官製はがきには、必ず表に自分の住所・氏名をお書きのうえ提出して下さい。
●シニアクラブに加入されている方には、一般公募枠とは別に、特別申込枠がありますので、
詳しくは所属するクラブの会長さんにお問い合わせください。
●第36期までの卒業生は受講できません。（※学部が異なる場合は可）

３．申し込み期間
平成24年4月16日（月）～ 5月11日（金）（※土・日・祝日は除く）
受付時間：午前8時15分～午後5時

４．定　員
●教養学部40名（うち一般公募は20名）

５．注意事項
●受講確定後にキャンセルした場合、平成24年度受講者として受講登録されるため、教養学
部は今後受講できません。
●受講される方には、開講後の円滑な運営のために、申込用紙に記入していただいた個人情報
のうち、「氏名」「所属する自治会」「電話番号」を明記した一覧表を、講師及び受講生全員に
配布いたしますので、あらかじめ同意のうえお申込ください。
●持ち物は筆記用具です。昼食が必要な場合は各自でご準備ください。
●受講料は無料ですが、受講内容によって実費が必要な場合があります。（実費負担の詳細に
ついては、実施するなかで随時ご案内いたします。）

６．お申し込み・お問い合わせ先
東員町社会福祉協議会 総務福祉係
TEL：76-1560　FAX：76-1559

平成24年度シニアカレッジを受講したいので申し込みます。
東員町社会福祉協議会長 様 （申込日）平成24年　　月　　日

住　　所
東員町

氏　　名
（ふりがな）

生年月日 年　　　月　　　日

電話番号 －

受講生
募集



平成24年度 東員町シニアカレッジ 教養学部一覧表

申込みをされる前の注意事項
教養学部　●昼食は、各自でご準備ください。
　　　　　●卒業要件として、全15回中（卒業式除く）、10回以上の出席が必要です。
　　　　　●テキスト代や修学旅行参加費などを、入学後徴収します。
　　　　　●開催日及び開催場所は、都合により変更になる場合があります。
　　　　　●申し込まれた講座は、最後まで受講しましょう。
　　　　　　（※体調等の変化によりどうしても途中で辞めるときは、必ずご連絡ください。）
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月　日 時　間 会 場
6月28日㈭ 10：00～11：00 保健福祉センター 入学式

7月12日㈭
10：00～11：30

保健福祉センター
大会議室

科 目
式典

ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 自己紹介、シニアカレッジの趣旨、参加方法、
修了認定、費用負担方法などを説明します。

13：00～14：30 政治 東員町の現状とこれからの展望について
学びます。

8月9日㈭ 保健福祉センター
大会議室

13：00～14：30

議会 議会の仕組みと、東員町議会の活動につ
いて学びます。

趣味 北勢線の旅とシルバー世代の旅行につい
て学びます。

9月（詳細は後日） 議会議場

総合体育館

未定 議会 ９月定例議会見学

11月8日㈭

3月6日㈬

町外8：00～18：00 社会 修学旅行

保健福祉センター10：00～11：00 式典 卒業式

平成２４年度シニアサークルについて
　平成24年度のシニアサークルは、文化系サークル（茶道　華道　男性の料理　カラオケ　コーラ
ス　フォークダンス）は東員町公民館講座に、体育系サークル（太極拳　心身健康アップ　健康体操
A　健康体操B）はとういんフレンドリークラブに整理統合されることとなりました。
（平成24年度の新規募集はありません。）
　受講生の皆様には、これまで積極的にご参加いただきありがとうございました。

内　　容

10：00～11：30

12月13日㈭ 保健福祉センター
大会議室

13：00～14：30

医療 いきいきと健康に生活するための秘訣に
ついて学びます。

金融 財産管理の方法について学びます。

10：00～11：30

1月10日㈭ 保健福祉センター
大会議室

13：00～14：30

生活 東員町のボランティア、市民活動の現状
について学びます。

生活 とういんボランティア市民活動支援セン
ター登録団体の活動事例を学びます。

10：00～11：30

2月14日㈭ 保健福祉センター
大会議室13：00～14：30

法律 遺言書の書き方について学びます。

振り返り これまでを振り返り、学んだこと、感じた
ことを皆で対話し、相互理解を深めます。

10：00～11：30

10月11日㈭

保健福祉センター
大会議室

13：00～14：30

教育 東員町の教育行政について学びます。

体育 健康体操やニュースポーツを通じ仲間と楽しく体を動
かしながら、心身の健康と介護予防について学びます。

10：00～11：30
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健康塾第4期生募集 はつらつ生活を応援
！活を応援

健康づくりに！
　スポーツ、カルチャー、スタデ
ィー、見学など、これからの人生
に役立つ塾です。プログラムは健
康塾第3期生が考えたオリジナル
です。毎年大変人気がありますの
で今年度は定員を設けません。シ
ニアのみなさんのご参加をお待ち
しています。

内　容　出来る限り通年でご参加ください。
定　員　設けません。
対　象　おおむね60歳以上で介護予防活動に関心がある方。ただし、

塾生には次のことをお願いします。●塾で学んだり体験したこ
とを家族・友人・知人に広めてください。●ご自身が楽しめる
範囲で塾の運営や塾生の親睦交流に関わってください。

参加費　無料（教材費が必要な場合があります）
受付期限　4月27日㈮まで

開催日 テ ー マ と 内 容 会　場

春風を満喫しながらゲームと組み合わせて愉快にウォーキングをします。
雨天は「愉快なゲーム」

愉快な自然ゲームとウォーキング 笹尾中央公園
（雨天時は保健福祉センター）

5月18日㈮
10：00～12：00

『東員福祉まつり』に健康に関する内容で出展し、健康生活を広めましょう。
福祉まつりに出展 保健福祉センター

※予定
11月4日㈰

9：00～15：00頃

大人の紙飛行機を作って飛ばしましょう。夢中になって飛ばしている間に、
体を動かしています。

大人のための紙飛行機（雨天延期）
中部公園6月15日㈮

10：00～12：00

目と手と脳を使うけん玉。集中力と反射神経、持久力がもとめられます。
エキサイトしましょう。

けん玉
保健福祉センター7月20日㈮

10：00～12：00

ゴルフをアレンジしたスポーツです。みんなで楽しくプレーしている間に
かなりの歩数を歩きます。

グランドゴルフ（雨天延期）
多目的グラウンド9月21日㈮

10：00～12：00

シンプルなルールで気軽にできます。有酸素運動をして心身の若さを保ち
ましょう。

パークゴルフ（雨天延期）
中部公園10月18日㈭

10：00～12：00

ほがらかに笑い、仲間となごみながら全身を動かしましょう。
笑いながらする、なごみ体操 保健福祉センター8月17日㈮

10：00～12：00

次年度の健康塾を塾生の発想で企画します。
来年の教室をプログラムしよう 保健福祉センター11月16日㈮

10：00～12：00

普段見られない施設内部の見学をします。
施設見学 施設

知っているようで知らない介護保険を詳しく知って有効に使いましょう。
介護保険のしくみ、介護保険のうまい使い方

ふれあいセンター

心地よい指圧で、心身の緊張や凝りを取りましょう。
自分でつぼおし

1月18日㈮
10：00～12：00

2月14日㈭
10：00～12：00

日本人の3人に1人の命を奪っている“がん”。医療費や療養生活について
学びます。

がんとのつきあいかた

最期をどう迎えるか。誰もが心に抱いているこの課題を講師と塾生でフリ
ートークします。最期を考えるヒントを探してみませんか？

終の棲家はどこですか？
保健福祉センター12月21日㈮

10：00～12：00

カーリングをカーペット上で楽しめるようにしたスポーツ。軽い動きは全
身運動になり、ゲーム展開には頭脳を使います。

ユニカール
体育館3月15日㈮

10：00～12：00

東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp
※FAX・Eメールでの申し込みは「健康」を件名にしてお名前と連絡先を明記ください。

受付先
お問い合わせ先
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栄養計算された
お弁当

（生活支援型配食サービス）

ボランティアによる
手作りお弁当

（ふれあい型配食サービス）
　在宅のひとり暮らし高齢者や要援護高齢者な
どに昼食のお弁当を宅配するとともに安否確認
をします。今年度から、障がい者の就労支援な
どの観点から社会福祉法人いずみに委託し実施
します。
▶月曜日～金曜日の中で希望する曜日の昼食
▶個人負担金　300円

　65歳以上の閉じこもりがちな高齢者にボランテ
ィアによる昼食のお弁当を宅配するとともに安否確
認をします。調理は食生活改善協議会とわくわくボ
ランティア、配達はわくわくボランティアと訪問介
護事業所りぼんが担います。
▶第2・4火曜日、第1・2・3・4金曜日の昼食
▶個人負担金　300円

ボディマッサージボディマッサージ
　お家で介護をしているみなさんのための無料マッサ
ージです。コーヒーやお茶も用意してお待ちしていま
す。マッサージで疲れを癒し、コーヒーやお茶でリラ
ックスしてください。おしゃべりだけにきてくださる
介護者さんもいらっしゃいます。初めての方、ぜひお
越しください。大変人気がある「マッサージ」ですの
で、ご予約ください。
開催日　4月26日㈭  9：30～12：30
会　場　ふれあいセンター
テーマ　「ボディマッサージ」
　　　　疲れた体をほぐしましょう。
　　　　「おしゃべり会」
　　　　ゆっくりおしゃべりしましょう。
対象者　高齢者などを介護している家族
　　　　（介護認定の有無に関わりません）
参加費　無料
※利用中の介護についてはケアマネージャーにご相談
ください。

※交通手段にお困りの方は、社会福祉協議会
　（TEL：76-1560）までご相談ください。
受付先・お問い合わせ先
東員町社会福祉協議会
　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　E-mail：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。

　平成24年2月9日・10日に稲部小学校6
年生の生徒がデイサービスの職場体験に来て
くれました。最初は緊張気味でしたが、すぐ
に慣れ、笑顔いっぱいで介護の仕事をしてく
れました。午後からはレクリエーションとし
て恵方巻き作りにも積極的に参加し、利用者
の方も「上手に巻きずしを作るね」と感心し
ていました。

平成24年2月9日 10日に稲部小学校6

デイサービスの
職場体験職場体験職場体験

稲部小学校6年生稲部小学校6年生稲部小学校6年生
デイサービスの
職場体験

稲部小学校6年生

詳細は東員町社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。
TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

お弁当はいかがですか？

在宅介護者限定

介護者を応援しています！

。

◀できた恵方巻き
　を利用者の方に
　配膳準備

恵方巻きを　▶
利用者の方と　
一緒に作成中　
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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

　今まで毎月1回、第3日曜日に笹尾コミュニティーセンターで開設していました無料弁護士相談が、
毎月5日（土・日・祝の場合は翌日の平日）も無料弁護士相談を開設させていただくこととなりました。
1日5組（1組20分）の予約制となっておりますので、ご希望の方は、東員町社会福祉協議会事務局ま
でご連絡ください。なお、相談の際には、証拠書類などがある場合はお持ちいただくとスムーズに相
談が行われます。
※一般の相談については予約なしでご利用いただけます。

無料弁護士相談が月２回に変更になりました無無無無無無無無無料料料料料料料料無料料弁弁弁料弁弁弁弁護護弁弁護弁護護士士士護士士士護士士士士相相相士士相相談相相相談談談談談がががががががががが月月月月月が月月２２２２月２２２２２回回２回回ににに回に回にににににに変変変ににに変に変変変更更更変更更変更更に更更にににになななににににににににななななななななななりりりりりりりりりまままままししししししししししたたたたたたたたたたたたた無無無無無無無無無無無無無無無無無料料料料料料料無料料料料弁弁弁弁弁料料弁弁弁弁弁弁護護護弁弁弁護護弁弁弁護護護護護護士士士護護士士護護士士士士相相相士士士士士相相相相談談談相相相相相相談談談談談談談談談談談談談談談がががががががががががががが月月月月が月月月月２２２２２月月２２２２２回回回回回２２回回回回回ににに回回にに回回ににに変変変ににに変変変変変変変変変更更変変更更変変変更更更にに更更更ににになななにににににななななななななななななりりりりりりりりりままままままままままままししししししししたたたたたたたたたたたたたたたた無料弁護士相談が月２回に変更になりました無料弁護士相談が月２回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・一般相談）●東員町ふれあいセンター（無料弁護士相談・一般相談）
4月15日㈰
5月20日㈰　10：00～12：006月17日㈰
7月15日㈰

5月7日㈪
6月5日㈫　9：30～11：30
7月5日㈭

社会福祉協議会戸別会費

ご協力をお願いします！ご協力をお願いします！

　社協事業を推進する財源は、町補助金などのほか、会員（町民）の皆様からの貴重な会費・寄付金
収入などにより賄われています。すべての町民の皆様が安心して暮らすことができる地域福祉を目
指して、各種事業に取り組んでいきたいと考えておりますので、本年も社協普通会費（500円）の
納入にご協力をいただきますようお願いいたします。

日本赤十字社社費
　5月は赤十字月間です。赤十字社は愛の献血をはじめ、難民救済などの国際活動から国内の災害
救護など、博愛の理念を持って活動しています。
　毎年、町民の皆様の温かいご協力をいただいているところですが、今年も一世帯あたり「500円
以上」の社費を目標とさせていただきますので一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

発生から1年
　未曾有の大震災から1年が経過しました。被災地はまだまだ復興途中であります。この一年
皆さまからお寄せいただいた義援金は下記のとおりです。
　東日本大震災義援金は期間を延長し、平成24年9月30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。

日本赤十字社への義援金 ・・・・・・・・
共同募金会への義援金 ・・・・・・・・・・・・・

4,133,633円
432,299円

受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp


