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利用者の方も太鼓をた
たき、

昔を思い出しました

演奏最後の決めポーズ！！　ばっちり決まりました

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25年10月4日　編集・発行／総務福祉係
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デイサービス「太鼓演奏会」
赤い羽根共同募金
ゆずりはネット
在宅介護者の憩いの場・施設見学
介護タクシー・会費社費・見守り活動
母子寡婦通信・地域にお出かけ
お知らせコーナー
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太鼓が響き渡りました太鼓が響き渡りました

館内に力強い“音”が響き渡りました

　平成25年8月10日（土）、飛龍東員太鼓の皆さんが東員町デイサービスセンターふれあいで
利用者さんに向けて演奏を披露していただきました。和太鼓の力強い音が館内に響き渡り、圧
倒される勢いでした。演奏後は、利用者の方も小さい太鼓をたたき、交流の場となりました。
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赤い羽根は、じぶんのまちの様々な
「課題を解決するため」に使われて
います。
東員で募金すると、東員の誰かの
ために。
赤い羽根共同募金は、
東員のまちを良くするしくみです。

赤い羽根は何に役立ってるの？

●ひとり親家庭の社会的孤立
●ひとり暮らし高齢者の社会的孤立
●閉じこもり、引きこもり
●子育て世帯の社会的孤立
●親亡き後の障がい者の日常生活支援
●一時的な歩行困難者の日常生活支援
●ご近所付き合い（支えあい）の希薄化

今の東員町に
どんな課題があるの？

戸 別 募 金
　
法 人 募 金
職 域 募 金
街 頭 募 金
イベント募金

：
　
：
：
：
：

●
　
●
●
●
●

1世帯あたり500円を目安にお願いします
（注）この金額はあくまで目安であり強制するものではありません
商工会と連携して、町内外の企業に協力を呼び掛けます
法人募金と同時に、従業員の皆様に広く協力を呼び掛けます
店頭や受付等に募金箱を設置し、広く寄付を呼び掛けます
各種イベント会場で協力を呼びかけます

取組を進めるために…募金運動を展開します！

●シングルペアレントふれあい交流会（by東員町母子寡婦福祉会）
ひとり親家庭の皆さん同士でふれあい、キズナ、仲間をつく
ります

●ひとり暮らし高齢者交流会（by東員町民生委員児童委員協議会）
65歳以上のひとり暮らしの皆さん同士でふれあい、キズナ、
仲間をつくります

●ふれあい型配食サービス（byNPO、訪問介護事業所）
月6回ボランティアによる手作りの昼食を提供し、閉じこも
りを防止します

●介護タクシー助成（by東員町社会福祉協議会）
1人あたり年2,000円分の介護タクシー券を発行し、外出を
応援します

●ふれあい子育て支援事業（by東員子育て支援ネット）
週2回子育て広場を運営、その他、七夕会、クリスマス会、
親子交流会を開催します

●障がい児者のつどい（by障がい当事者の皆さん）
月1回座談会を開催、その中で生み出された企画（交流会
等）の実現を応援します

●車椅子・スロープ貸出（by東員町社会福祉協議会）
最大1ヶ月、無料で貸し出します

●地域福祉活動基盤整備事業（by東員町社会福祉協議会）
誰もが身近な場所で、自分らしくいつまでも暮らすことがで
きるよう地域全体で応援する仕組みをつくります

課題解決にむけ、皆様からの募金で
こんな取組を行いたいと考えています！

東員の町を
良くするしくみ。

もっともっ
と

　 良いま
ちに

なりますよ
うに！
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平成24年度の使いみち
～ご協力ありがとうございました～

▼配食サービス

東員町共同募金委員会
10月1日（火）～12月31日（火） www.akaihane.or.jp

〒511-0251 東員町山田2013番地 東員町ふれあいセンター内　TEL76-1560

共同募金に関するご質問はお気軽に委員会までお寄せください。
～皆様からの「声」も、町を変えていく一歩になります～

◀子育て支援「リズム遊び」

▼子育て親子「救命講習」

◀ひとり暮らし高齢者交流会

［総額］

3,512,190円

会　長／位田 宣雄
副会長／山下 嘉彦（民生委員児童委員協議会副会長）
委　員／中村 孝夫（瀬古泉自治会長）　川松 由喜子（文化協会副会長）
　　　　一色 利之（商工会副会長）　　鷲見 三重子（社会福祉協議会理事）
　　　　南部 里美（地域福祉課長）　　二之夕 博和（学校教育課長）
　　　　馬場 路子（ガールスカウト三重県第12団代表）
　　　　廣田 　勇（シルバー人材センター事務局長）
監　事／早川　 昭（社会福祉協議会監事）
　　　　近藤 満信（社会福祉協議会監事）　　※敬称略

ボランティアによる配食サービス
422,016円

子育て親子が集える場づくりと
ボランティアのきっかけづくり
169,086円

突然車椅子が必要になった方
への無料貸出
41,000円

自力での外出が困難な方に
介護タクシーの助成
35,300円

ひとり暮らし高齢者交流会
の開催
317,991円

ボランティア、NPOが利用
できる事務機器の維持管理
273,494円

ひとり親家庭交流会の開催
230,000円

東員町共同募金委員会の事務費
143,331円

65歳以上のひとり暮らしの
方に歳末激励金を支給
921,508円

三重県共同募金会への拠出金
～県内の福祉団体活動支援、福祉施設整備の助成、
災害等準備金など～

689,584円

ひとり親家庭の子どもに
歳末図書カードを支給
268,880円

赤い羽根 検索
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　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。

現在ゆずりはネットに登録されている用品
●ひじ掛け付シャワーベンチ（保管状況良好です）
●ベッド（一般用）
●ポータブルトイレ（蹴り込みスペースがあります。小物入れがついています。コンパクトです）
●吸引機（保管状況良好です）

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。

提供できる福祉用品の例
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

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

ゆずりはネット
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！

眠っている福祉用品はありませんか？
求めている人がいるかもしれません！

ご家庭で使わなくなった福祉用品を譲りあう「ゆずりはネット」

※お申し込み・お問い合わせはお気軽に当会にお電話ください。

福祉用
品のリサイクル

TEL：76-1560　FAX：76-1559　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp
HP：http://www.toinshakyo.or.jp/
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在宅介護者の憩いの場！

～介護者リフレッシュ事業～

　在宅で介護されている方！
　毎月1回介護者の皆さんが集まり楽しい時間
を過ごしています。
　マッサージで体を軽くし、日頃の思いを同じ
立場の人と話して心も軽くしませんか。
　おしゃべり仲間とランチ仲間（自己負担）を
募集しています。
　在宅介護をしている皆さん、是非ご参加くだ
さい。

参加者募集
ボディマッサージ ＆ おしゃべり会 ※ご予約をお願いします。

日　時　10月24日（木）9：30～12：30
場　所　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した時間を過ごし（おひとり20分）、
　　　　コーヒーを飲みながらおしゃべりしましょう。

施設見学ができます
町内にある介護事業所を見学していただくことができます。
ご希望の方は、当会（TEL76-1560）までご連絡ください。

賢く納税（確定申告のヒント）
日　時　11月28日（木）10：30～12：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
内　容　在宅で介護サービスを受け、療養している場合の確定申告の手続きについて、
　　　　女性税理士がわかりやすくアドバイスします。

知っておこう、冬に多い疾患
日　時　12月24日（火）10：30～12：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
内　容　インフルエンザや家族の健康について保健師がアドバイスします。

《共通事項》
参加料　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相談ください。
受付先・問い合わせ先　東員町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　TEL 76-1560　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。

自分でできる▶
マッサージを
覚えました。

◀日頃介護をしていて不安や
　疑問に思うことについて
　話しあいしました。
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Taxi

　平成25年5月にご協力いただきました社協戸別会費・日本赤十字社社費の実績をご報告いたし
ます。お寄せいただいた会費につきましては、地域福祉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。

社協戸別会費・
日本赤十字社社費の実績報告

　9月1日（日）、笹尾東地区で東員町防災訓練が実施されまし
た。この日、社協職員と民生委員が一緒に、同地区内の災害時
要援護者台帳登録者宅約40件を訪問しました。「日頃、困って
いることはないですか？」「今日は防災訓練ですがいかがされ
ていますか？」と声掛けし、日頃の暮らしぶりや困りごとなど
を尋ねて回りました。
　9月11日（水）には、社協職員と民生委員が防災訓練の訪問
活動で把握した情報を元に、日頃気づきにくい地域の課題を考
える会を持ちました。
　これがきっかけとなり、地域での支援の輪が広まっていくと
いいですね。

介護タクシー券を助成します
下記事業所で、介護タクシーを利用される場合1回500円のチケット4枚を助成します。

気づいた点について
話し合いを持ちました

防災訓練時の見守り活動

介護保険者東員町が「要支援」に認定している人。

ご利用いただける方

社会福祉協議会（TEL76-1560）へお電話ください。

ご希望の方は…

＊株式会社りぼん（介護ステーション絆） TEL：82‒1136
＊有限会社だいち（ナーシングホームもも） TEL：75‒0302 
＊ひかりサービス有限会社 TEL：88‒0066
＊福祉角喜タクシー TEL：0120‒151‒987
＊福祉タクシーひまわり TEL：090‒3484‒9282、77‒1128
＊三重近鉄タクシー桑名営業所 TEL：22‒0268

ご利用いただける事業所

●社協戸別会費 ………… 2,950,837円
●日本赤十字社社費 …… 2,962,323円
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　東員町母子寡婦福祉会とは、母子家庭や寡婦の方が、お互いの「交流」を通じて励まし、支えあいながら、
一人ひとりの自立を目指して活動している団体です。
　悩み事は一人で抱え込まず、仲間と一緒に分かち合いませんか？あなたの入会を心よりお待ちしています。

①総会・役員会
総会は年1回（5月頃）、役員会は年3～4回（随時）開催しています。
②高等学校（高等専門学校）卒業祝金
会員のお子さんが高校または高専学校を卒業する際、祝意と今後の激励の気持ちを込め
10,000円の祝金を贈呈します。（3月頃）
③シングル家庭「おしゃべり会」
会員同士が気軽に語り合い、ホッとできる居場所を目指して年3～4回開催しています。
④離婚をめぐる基礎知識セミナー
自らの新たな人生を踏み出す選択の1つとして離婚について考えるセミナーを開催します。
⑤シングルペアレント交流会
会員に限定せず、父子も含めた町内在住のひとり親家庭に広く参加を呼びかけ、子ども
との思い出や参加者同士の友達づくりを応援しています。
⑥三重県母子寡婦福祉連合会との連携
上部団体である三重県母子寡婦福祉連合会、全国母子寡婦福祉団体協議会から寄せられ
る様々な「暮らしに役立つ情報」を発信するほか、自立につながる各種セミナーへの参加
を応援します。

代表者　永井 良美
会員数　22名（うち母子10名　寡婦12名）
年会費　500円
連絡先　永井（TEL：090‒3388‒0118）

　夏号に掲載した“地域にお出かけ”は、自治会やシニアクラブの皆さんにお声掛けをいただき、こ
れまでに13自治会で実施させていただきました。今後も、ご依頼いただければいつでもお伺いいた
します。お気軽にご連絡ください。

地域にお出かけ！！地域にお出かけ！！地域にお出かけ！！

社会福祉協議会の実施事業の説明 新聞棒を使った介護予防体操

東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559　Eメール：fukushi@toinshakyo.or.jp

東員町母子寡婦福祉会をご存知ですか？東母子寡婦通信母子寡婦通信

25年度の
主な取組

※既に終了したもの
　もあります

団体の概要

永井 良美

問い合わせ先
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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

対象・金額　①生活保護を受けている方・・・・・・・・・・1世帯5,000円
　　　　　②65歳以上のひとり暮らし高齢者・・・・1人　3,000円
申込方法　指定の申請書を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月8日（金）

歳末応援費（助成金）を交付します
対対象対象 金額金額 ①①①生活生活活保護保護護を受を受受け るる方る方 1世1世世帯5帯5 000000円

歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末末応応応応応末応応応応援援援応援援費費援費援費費（（（費（（（費（（（（（助助助助助助（（助助助助成成助成成金成金成金金）））金）））金）））をををををををををを交交交交をを交交交交交付付交交付交交付付付付ししし付し付しししししまましししまししまますすすますますすすすすすすすすすすす歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末末末末末末末応応応応応応応応末応応応応援援援援援応援援援費費費援援費費援費費費費（（（費費（（（費（（（（（（助助助助助助助助助（助助助助成成成成成成助成成成成成金金金成成金金金成金金金金金）））金金金））金金））ををををををををををををを交交交交交をを交交交交交付付付交交交付付交付付付付付ししし付付しし付しししししままましままましままままますすすままますすすますすすすすすすす歳末応援費（助成金）を交付します歳末応援費（助成金）を交付します

対　　象　①身体障害者手帳1級所持者　②療育手帳A所持者
助 成 額　1人あたり5,000円
申込方法　指定の申請書と手帳のコピーを期限までに社会福祉協議会へ

提出してください
申込期限　11月8日（金）

在宅重度障がい者助成事業を実施します
対対対 象象 ①①①身体身体体障害障害害者手者手手帳1帳1級所級所持者所持者 ②者 ②療育②療育手育手帳A帳A所持所持持者者

在在在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅重重重重重度度度重度度障障障障度障障障ががが障ががががいいいいいいがががいいいいいい者者者者者者者いい者者者助助者助助成助成助成成事事成事成事事事業事事業事業業ををを業をを業をををを実を実を実実施実施実施施し施し施ししししまましししましまますすすますますすすすすすすすすすす在在在在在在在在在在在在在在在宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅重重重重重重重重重重度度度度度度度度重度度度度障障障障障障障障度障障障障がががががが障がががいいいいいがいいいいいい者者者者者者者者い者者者者者助助助助助者助助助助成成成助助助成成成助成成成事事事成成事事成事事事業業業事事業業事業業業業ををを業業ををを業をををを実実実ををを実実実を実実実実施施施実実実施施施実施施施施しし施施しし施ししししまままししままましししままままますすすままますすすますすすすすすすす在宅重度障がい者助成事業を実施します在宅重度障がい者助成事業を実施します

対　　象　高校生以下の子どもを扶養している母子・父子家庭
　　　　　（※所得制限はありません）
交 付 額　子ども1人あたり2,000円分の図書カード
申込方法　指定の申請書と「ひとり親家庭現況届」を期限までに社会福祉協議会へ提出してください
申込期限　11月8日（金）

　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（無料弁護士相談・一般相談）
　日時　10月7日（月）、11月5日（火）、12月5日（木）、平成26年1月6日（月）　9：30～11：30
★笹尾コミュニティーセンター（無料弁護士相談・一般相談）
　日時　10月20日（日）、11月17日（日）、12月15日（日）　9：30～11：30
申込・問合せ先　東員町社会福祉協議会　TEL76-1560　FAX76-1559
　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

歳末たすけあい図書カードを交付します
対対対 象象 高高高校生校生生以下以下下の子の子子どももを扶を扶養し扶養しし る母る母子母子子 父父父子家子家家庭庭

歳歳歳歳歳末末末末末 すすすすすすす ああああああ 交交交付付交付付付付 すすすすすすす歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳末末末末末末末末末末末末末末たたたたたたたたた末たた末たたたたたたすすすすすすすすすたすすたたすすすすすすけけけけけけすけけすすすけけけけけあああけけけああけけああけけあああああいいいあああいいあいいいあいいいい図図図いいい図図いいい図図いい図図図書書書図書書書図書図書書書書カカカ書書書カカ書カカカカカーーカカカカカカーードドドーードドドドドドをををドドドをををドドをドドををををを交交交をを交交交ををを交交をを交交交交交交付付付交交交付付交交付付付付付付付付付付付付しししまままししししししししままししまままますすすまままますますすすすすすすすすすすすすすす歳末たすけあい図書カードを交付します歳末たすけあい図書カードを交付します

日　時　12月11日（水）14：00～15：30
場　所　東員町保健福祉センター 1階 ホール
内　容　・オペラ歌手（稲向裕子さん）によるミニコンサート
　　　　・昔懐かしい流行歌や唱歌をみんなで歌おう！
参加費　800円　※当日ご持参ください
申込先　NPO福祉ネットどんぐり（服部）　TEL24-4094　FAX23-5459

歌声喫茶 ＆ ミニコンサート
日日 時日 時時 12月月月11日日（（水水）1水 44 0000 15 330

歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌声声声声声声声声声声声声喫喫喫喫喫声喫喫茶茶喫茶茶 ＆＆＆茶茶 ＆＆＆＆＆ ＆＆ミミミミミミミミミニニニニニニニニニニコココココココココココンンンンンンンンンンンンンンンサササササササンサササササーーーーササーーートトトトトトート歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌歌声声声声声声声声声声声声声声喫喫喫喫喫喫喫喫声喫喫喫喫茶茶茶茶茶喫喫茶茶茶茶茶 ＆＆＆茶茶茶茶茶 ＆＆＆＆＆＆＆＆＆＆ミミミミミミミミミミミミニニニニニニニコココココココンンンンンンンンンンンサササササササササンサササササササササ トトトトトトトト歌声喫茶 ＆ ミニコンサート歌声喫茶 ＆ ミニコンサート

心配ごと相談・無料弁護士相談
無料無料弁護料弁護士護士士相談相談談は1は 日5日55組組 予約予約約制ととなな おおりおりますます ごご

心心心心心心心配配配配ごごごごとととと相相相相相談談談談 無無無料料無無料料料料料弁弁弁弁弁護護護護護士士士士相相相相相談相談談談心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心心配配配配配配配配配配ごごごごごごごごごごごごごごごごごとととととととととごとととごととと相相相相相相相相相相相相相相談談談談談談談談相談談相談談談談・・無無無談 無無無談 無無無無料料料無無無無無無無料無料料料料料料料料料料弁弁弁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護士士士護士士士士士士相相相相相士相相相士士相相相相談談談相相談談相談談相談談談談談談談談心配ごと相談・無料弁護士相談心配ごと相談・無料弁護士相談

おお知知知知ららせせ

図書カード


