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昔の話を真剣に聞いています 一緒に歌っている利用者さんもいました

三和小学校伝統の鼓笛演奏 楽しい時間はすぐに過ぎてしまいます

伝統の鼓笛演奏に涙
　平成25年11月22日、三和小学校6年生が総合型介護予防事業のいきいきサロンに来てくれ
ました。各班に分かれて昔の遊びや戦争の話を聞いたあと、合唱と三和小学校伝統の鼓笛演奏を
披露してもらいました。すばらしい演奏に感動の涙を流している利用者の方もあり、楽しいひと
ときを過ごすことができました。

三和小学校6年生
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　平成25年10月26日、東員第一中学校
ブラスバンド部が「デイサービスセンター
ふれあい」で演奏会を行いました。演奏し
た曲は「あまちゃん」のテーマ曲やアニメ
ソングなど聞き覚えのある曲がたくさん
ありました。利用者の方もこの“演奏会”
を聞き元気をもらいました。

　平成25年11月6・7・8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。
1日目は緊張で利用者の方と話すことがで
きなったのですが、徐々に慣れてきて、3
日目には笑顔で“あいさつ”ができるよう
になりました。

東員第一中学校 ブラスバンド部 演奏会東員第一中学校 ブラスバンド部 演奏会

東員第二中学校 勤労体験学習東員第二中学校 勤労体験学習

館内に響きわたる演奏

迫力ある演奏に元気をもらいました 一緒に演奏も楽しみました

理学療法士によるリハビリを体験

レクリエーションのお手伝い 最後は利用者の方から拍手が送られました
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　平成25年10月29日、第62回三重県社会福
祉大会があり、民生委員児童委員として長年に
わたり活動された「笹尾西1丁目 小川一美さ
ん・笹尾西2丁目 今村邦子さん」に、三重県社
会福祉協議会会長から「表彰状」が授与されま
した。
　長年にわたるご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。

三重県社会福祉大会
～功労者表彰～

　新年あけましておめでとうございます。町民の皆さまには、日頃から東員町社会
福祉協議会の事業並びに諸活動に対しまして、温かいご支援を賜り、心から感謝申
し上げます。
　昨年は、全国的に風水害による大規模災害が多数発生しました。幸いにして東員町においては大き
な影響はなかった訳ですが、この風水害による被害者の皆様には、心からお見舞い申し上げると共に、
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。
　昨年中は、24年度の「東員町社会福祉協議会あり方検討員会」の提言を実行すべく、職員一同、邁
進してまいりました。また、「あり方検証委員会」を立ち上げ、8名の方に委員に就任いただき、進捗
状況を検証していただいております。また、地域に社協職員が出向き、交流会を通じての「地域の繋
がり」に重点を置き、地域の皆様とともに、「絆」の再構築を行うべく取り組みを進めさせていただい
ております。引き続き、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。

新年のごあいさつ新年のごあいさつ

　平成25年11月19日、イオンモール東員において
式典が開催され、イオンリテール株式会社東海カンパ
ニー（イオン社会福祉基金）様から福祉車両を寄贈い
ただきました。
　寄贈していただいた車両は、車椅子とストレッチャ
ーに対応できるリフト車両です。今後は障がい者の社
会参加と福祉向上のために寄贈車両を有効に活用させ
ていただきます。

東員町社会福祉協議会　会長　三 林 孝 夫

みんなで記念撮影

受賞された
今村邦子さん・小川一美さん

平成25年11月19日 イオンモ ル東員において

福祉車両を
寄贈いただきました

木村支社長様から福祉
車両のパネルを受け取
る三林社協会長
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　北大社百歳サロンは「百歳まで地域で元気に暮らそう」を目的に、毎月1回、第2金曜日午前10
時から午後2時まで北大社構造改善センターで開催されています。参加者の平均年齢は約80歳！！
近所の方が声を掛け合い毎回35名位の方が参加しています。午前中は様々な催しがあり、女性実行
委員さんによる手作り昼食を食べて一日楽しく過ごしています。このような取り組みを通して、地
域の“絆”を深めています。

北大社百歳サロン北大社百歳サロン

　平成25年7月から8月に掛けてご協力いただきました
社協特別会費の実績報告をさせていただきます。お寄せい
ただいた特別会費につきましては、地域福祉の推進のため
に使用させていただきます。
　ご協力ありがとうございました。

社協特別会費の
実績報告

社協特別会費　804,000円

▲開催日にはのぼりが立ちます

▲今回は生け花教室です。上手に出来上がりました▲実行委員の皆さん

地域の活動紹介
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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～

　介護に役立つ情報や介護者リフレッシュ会の
案内をお届けします。詳細は当会までお問い合
わせください。

　介護教室では、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。もっと多く
の方にご参加いただくために、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。

参加者募集
おうちで介護するときのヒント③（食事編）＆おしゃべり会
日　　時　1月23日（木）10：00～12：00
場　　所　ふれあいセンター 研修室
内　　容　食べ物、食べ方、冷凍食品の上手な利用の仕方をヘルパーがお知らせします。
参 加 費　無料

ボディマッサージ＆おしゃべり会
日　　時　2月27日（木） 9：30～12：30
場　　所　東員町ふれあいセンター
内　　容　ボディマッサージでゆったりと心地よい時間を過ごし（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。
参 加 費　無料

ぶらり菰野
日　　時　3月20日（木）10：30～14：00
集合場所　東員町ふれあいセンター
内　　容　温泉、宿泊施設、有名シェフのスイーツ店、人気のスポットアクアイグニスで心も体も
　　　　　リフレッシュしませんか！
参 加 費　600円（昼食代を含む）

《共通事項》
申　　込　前日までに社会福祉協議会へ

FAX・Eメールでの申し込みは、「リフレシュ」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。

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　FAX 76-1559
Eメール　fukushi@toinshakyo.or.jp

◀マッサージは癒しの時間です！

冬の健康管理を学びました。▶

メール会員に登録ください！

在宅で介護されている方！
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介護タクシー券を助成します
［共同募金配分金事業］

① お電話ください。TEL 76‒1560（東員町社会福祉協議会）
② 申請書お渡ししますので、記入し、介護保険証の写しを添えて社会福祉協議会事務局までご提出
　 ください。
　 ※申請書はふれあいセンターのほか、ケアマネージャーさんのところにあります。
　 ※代理の方の申請が可能です。

ご希望の方は…

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

●株式会社りぼん（介護ステーション絆）
●有限会社だいち（ナーシングホームもも）
●ひかりサービス有限会社
●福祉角喜タクシー
●福祉タクシーひまわり

●三重近鉄タクシー桑名営業所

社会福祉協議会と契約した下記の事業所を利用される場合に、
１回500円のチケット４枚つづり（2000円分）を助成します。
利用期限は平成26年3月31日までです。

TEL 82‒1136
TEL 75‒0302 
TEL 88‒0066
TEL 0120‒151‒987
TEL 090‒3484‒9282
　　77‒1128
TEL 22‒0268

ご利用いただける事業所

●ケアサポート花・介護タクシー TEL 090‒1238‒8700

新しい事業所

要支援の方 介護タクシー事業所

まだ申請していない方はいませんか？

東員町社会福祉協議会

移送サービス提供

介護保険証の提示・500円券・差額の運賃

東員町山田2013（ふれあいセンター内）　TEL 76‒1560

申請

決定通知書
チケット

契約

買い物に
 行きたい…

食事に
 行きたい…

社会福祉協議会
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子ども服 xChange

●日時 … 1月22日（水）10：00～13：00頃
●場所 … 東員町ふれあいセンター 2階 子育て応援ルーム

～子育てママたちの出逢い、ツナガリ～～子育てママたちの出逢い、ツナガリ～
～服としあわせのシェア～～服としあわせのシェア～～服としあわせのシェア～

xChange（エクスチェンジ）は、ファッションアイテムに特化した、誰でも参加、
開催できるフリースタイルの物々交換。
人や地域のつながりを豊かにし、所有から共有へ、循環型社会へのシフトを促すプロ
ジェクトです。

xChange（エクスチェンジ）とは…

xChangeの大切なルール、それは 『エピソードタグをつけること』
xChangeに出品するアイテムには、値札の代わりにエピソードタグを必ず付けます。
服の思い出や次のもらい手へのメッセージなど、自由に書き込みます。
物に秘められたエピソードや心に目を向けていく工夫、前の持ち主と新しい持ち主、
キモチをつなげる楽しいシカケです。

エピソードタグについて

●お1人20点まででお願いします。
●出品できるものは、新生児～120cmまでの子ども服です。
●洗濯済のもの、汚れがあっても目立たないもの、他の人に喜ばれるだろうと思われるものに限り
ます。
●「エピソードタグ」 に品物にまつわる思い出など書き込んでください。
　※応援ルーム受付に用意してあります。
●不要品の回収場所ではありません。あくまでも他の人が欲しいだろうな、自分ももらったら嬉し
いと思うものをお持ちください。
●出品できるものがなくても、欲しいものがあればもらって帰ることができます。
●品物を持ち帰る方は、会場に用意してあるメッセージカードに思いを書いて
　ボードに貼ってください。
［出品の受付］
●日時 … 1月20日（月）10：00～12：00
●場所 … 東員町ふれあいセンター

出品者の募集について ～服と心の交換会です～

●問い合わせ先 … バンビ　石崎　TEL76-9318
●主催 …………… バンビ・東員子育て支援ネット
●後援 …………… 東員町
●協力 …………… 「美し国おこし・三重」実行委員会

問い合わせ先・主催・後援・協力

（エクスチェンジ）



8

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 者　町内在住のひとり親家庭の児童・生徒のうち、
　　　　　①小学校に入学　②中学校に入学　③中学校を卒業　のいずれかに該当する方
申請方法　指定の申請書を、2月21日（金）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）の皆様へへへへへへへへ様の）の家子子子子子子父子子父子子子・父父母子子（母母（家りととりりとひひひひひひひひひ ））ひひひひ へへへへへへへへへひひとととひひひとり親家庭（母子・父子家庭）の皆様へ

『入学・卒業祝金』を贈呈します『『入入入『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・卒卒卒卒卒業業業卒業業祝祝業祝業祝祝金金祝金祝金金金』』』金』』金』』』をををををををををををを贈贈贈贈贈を贈贈呈呈呈贈呈呈ししし呈し呈ししししししままましししまますすすすすすすますすすすすすす『『入入入『『入入入入学学学入入入学学学学学学学学 卒卒卒卒卒卒卒卒業業業業業業業祝祝祝業業祝祝祝祝祝金金金祝祝金金金金金金』』』金金金』』をををををををををを贈贈贈贈贈贈贈贈贈呈呈呈呈呈呈呈ししし呈呈しししまままままままますすすすすすすすすすすす『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　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（土）～2月28日（金）　
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　TEL76-6777（山形）

東員グラウンドゴルフクラブ 『会員募集』東東東東東東東東東東東員員員員員員ググググググググググググラララララララグラ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ゴゴルルルゴゴゴゴゴゴゴルルルルルルルルルルルフフフクククフフフフフフフフククククラララクククククククララララブブブラララララブブブブブ ブブブブブブブブブ『『会会『『『会会会会会会会員員員員員募募募募募募募募募集集集集集募集集集』』』集』』』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グググググググググググググラララララググ ウウウウウウウウウウウウンンンンンンドドドゴゴゴドドドドドドドドゴゴゴゴゴルルゴゴゴゴゴゴゴゴルルルルルルルフフフクククフフフフククククララクククククククククラララブブブラララブブブブブブブブブブブブ『『会会『『『『会会会会会会会会会会会会会員員員員員員員員員募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集募募集集集集集集』』』集集』』』東員グラウンドゴルフクラブ 『会員募集』東員グラウンドゴルフクラブ 『会員募集』

　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
いたします。相談の際は関係書類など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　2月5日（水）、3月5日（水）、4月7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　1月19日（日）、2月16日（日）、3月16日（日）、4月20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

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

日　　時　2月2日（日）10：00～16：00
場　　所　桑名市総合福祉会館とその周辺
プログラム　 9：30～10：00　受付

10：00～12：30　分科会（詳細は下記へお問合せください）
12：30～13：30　昼食・会場移動
13：30～16：00　全体会（分科会報告、パネルディスカッション）

申込方法　指定の申込用紙を下記へFAXまたは郵送してください
※指定の申込用紙は、東員町ふれあいセンターにあります。
※定員（200名）に達し次第、締切となります。

参 加 費　無料 
問合せ先　三重県社会福祉協議会　TEL059-227-5145　FAX059-227-6618
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