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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

発行日／令和2年1月17日　編集・発行／総務福祉係
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　「やはたおでかけサポート」
は、誰もが安心して暮らせる
八幡新田を目指して、お出か
けに困っている方の一助にな
れば、みんなで仲良くおしゃ
べりを楽しんで親睦を深めら
れればとの想いから始まりま
した。

　八幡新田に住んでいる協力者
さんの力をお借りして、初回は
八幡新田のみなさんにお馴染み
のピアゴ東員店へ。行き先につ
いては、今後要望等により検討
していきます。

　日常の見守りには欠かすことのでき
ない班長さんたちに、さらに理解を深
めてもらおうという想いから、毎年班
長さんが交代した時に勉強会をして、
「八幡新田見守りネットワーク」の主旨
などをお伝えしています。身近に理解
のある方が増えていくことで、ネット
ワークがよりきめ細かくなっていきま
す。

八幡新田見守りネットワーク八幡新田見守りネットワーク

見守りネットワーク
小川さん

愛宕自治会長

　“地域の誰もが安心して暮らせる八幡新田にす
る”“八幡新田に住んでいて良かった、八幡新田
で暮らしやすく”を目的として活動しています。
見守り活動は、近所づきあいなどの日常生活の
範囲で、“さりげなく”“ちょっと気にかけて”も
らい、班長さんの協力も得ながら、地域全体で
取り組んでいます。昨年12月からは、お出かけ
支援活動として「やはたおでかけサポート」にも
取り組んでいます。

　班長さんたちもとても協力的で、班長
さんでなくなった後も気にかけてくれて
います。
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　新年あけましておめでとうございます。本年も皆様におかれましては、幸多き年になりますようお
祈り申し上げます。平素より、本会事業の推進にご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
　昨年は、台風や豪雨により関東・東北地方を中心として甚大な被害が発生し、町内においても豪雨
により多数の被害が発生しました。困難な生活を余儀なくされている被害者の皆さまには心からお見
舞い申し上げます。
　当会としては、町内豪雨災害に対し、とういん災害ささえあい委員会、東員町役場と連携して、
「とういん災害ささえあい相談所」を開設し、被災されたみなさまに寄り添った支援をしてまいりま
した。
　また、地域福祉の推進については、地域福祉座談会を17地区で開催しています。今後も引き続き、
座談会を通して「助けあい・支えあい」の大切さを皆さまに共感していただけるように取り組んでま
いります。本年も本会役職員一同、町民の皆さまの福祉の向上に、なお一層努めて参りますので、変
わらぬご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

　令和元年10月16日（水）、三重県福祉大会が
開催され、民生委員・児童委員功労者として、
東員町民生委員児童委員協議会から、小川隆生
会長、三林孝夫副会長が、三重県社会福祉協議
会会長表彰を受けられました。両名とも、15年
間、民生委員・児童委員として、地域のために
尽力されており、水谷俊郎町長にも表彰の報告
を行いました。小川隆生会長、三林孝夫副会長、
誠におめでとうございました。

新年のごあいさつ

表彰を受けられました！！

東員町社会福祉協議会　会長　安藤修平

　東員町民生委員児童委員協議会が、三重県社
会福祉協議会へ食糧品を寄贈しました！！
　三重県社会福祉協議会が取り組んでいる「みえ
福祉の「わ」創造事業　生活困窮者支援緊急食糧
提供事業」への協力として、町内の民生委員児童
委員が食糧品を集め、令和元年12月10日（火）
に三重県社会福祉協議会へ寄贈しました。
　寄贈した食糧は、生活困窮者支援緊急食糧提
供事業をとおして、食糧に困窮する方へ提供さ
れます。

食糧品寄贈
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　7月から皆さまにご協力いただきました東員町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
とした下記の地域福祉推進のための事業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。

社協特別会費の実績報告

ご協力いただいた特別会費のつかいみち

～たくさんのご協力、誠にありがとうございました～

〈地域講座〉
　生活支援コーディネーターから、「支えあい」についてお話しし
ました。また、今後困りそうなことや、これなら手伝えるという
ことを探す“支えあいゲーム”を行いました。
　ゲームを通して、助けあいはできることの交換、お互いさまだ
と学びました。

　第42期のシニアカレッジ卒業生は、卒業してからも年に数回
集まっています。この日は猪名部神社の宮司さんからお話しを聞
き、ご飯を食べながら皆でわいわいお喋りしました。

〈～シニアカレッジを通して繋がりができました～〉

　地域福祉活動を知ってもらい、地域福祉に関する知識、意欲をより高
めてもらうことを目的に、講演会や活動発表、意見交換会などを開催し
ます。今年度は令和2年1月11日（土）に開催しました。

　皆さまの心配ごとに弁護士と相
談員が相談に応じ、適切な助言や
専門機関等の紹介を行います。詳
しくは7ページ及び社会福祉協議
会ホームページをご覧ください。

福祉のつどいの開催

心配ごと相談・
無料弁護士相談

　年に4回発行し、地域
福祉の情報を皆さまにお
伝えします。

　地域福祉座談会は、お子さん、子育て世代の方、高齢の方、地域に住ん
でいるすべての方がいつまでも自分の地域で幸せに過ごし続けるにはどう
すると良いのか話し合う場です。現在、17自治会で開催しています。

広報紙「ふくしのわ」の発行

地域福祉座談会の開催

　おおむね60歳以上の方が地域福祉に関心をもつきっかけとな
るように、様々な講座を開催します。

シニアカレッジの開催

社協特別会費 … 805,000円

参加者
のこえ

受講者
のこえ

人として成長できるかけ
がえのない座談会です。

ここに出てくるから元気
でいられる。

シニアカレッジがきっか
けで繋りができた。

みんなで地域のことを考える、それが一
歩一歩進み、地域に浸透していっている
と感じています。
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　コスモスまつりと東員町商工祭で共同募金委員
会とガールスカウトの団員が募金活動をしました。
　昨年からガチャガチャの料金が募金となる“ガ
チャ募金”を始めました。ガチャ募金は子どもた
ちに大人気で、たくさんの子どもたちが楽しみな
がら募金をしました。ご協力いただいた皆さま、
誠にありがとうございました。

赤い羽根共同募金活動をしました！

　東員町共同募金委員会では、飲料メーカーのご協力をいただき、社会貢献型自動販売機による募金活動を
推進しています。「赤い羽根」マークがついた自動販売機で飲料を購入すると、その売上の一部が赤い羽根
共同募金に寄付される仕組みで、東員町内では10台設置しています。
　企業として手軽にできる地域福祉活動ですので、ご興味のある企業の方は、東員町共同募金委員会事務局
（東員町ふれあいセンター内　電話76-1560）までご連絡下さい。

いつでもだれでも社会貢献していただける自動販売機です！

赤い羽根共同募金事業
「送迎車両貸出事業」を活用した“東員障がい児者友の会”の活動

設置場所
●社会福祉法人東員町社会福祉協議会　東員町ふれあいセンター内　2台
●社会福祉法人いずみ　くろがねもーち駐車場（中部公園東側）
●有限会社ケアックス　デイサービスセンター「みんなの家城山」（城山2丁目バス停東側）
●株式会社SHIN EI　グループホームなでしこの家　敷地内
●社会福祉法人健和会　住宅型有料老人ホームバーデハウス東員　玄関前
●NPO法人小規模多機能サービス宅老所紫苑　デイサービス第3紫苑　西側
●株式会社OSK　本社工場・八幡工場
●医療法人大仲会　大仲さつき病院　職員用通路 　　

共同募金実績（R1.12.31現在）

コスモスまつり・商工祭

戸別募金
街頭募金
法人募金

職域募金
イベント募金
個人募金 合　計

円
円
円

円
円
円 円

2,905,583
16,797
514,000

70,779
145,308

0

その他 円99,841

3,752,308

門脇会長

　障がいの有無に関係なく、誰もが楽しく交流を図
りながら、一人ひとりの想いに寄り添い、繋がりあ
うことで、それぞれのペースにあった日頃の暮らし
や、将来の夢が実現されるまちづくりを目指して活
動しています。
　近年はスポーツ分野、特にフライングディスク
（フリスビーを使ったスポーツ）に力を入れており、

フライングディスクを通じて親睦を深め、スポーツの楽しさを体験し、
2021年に開催される「全国障害者スポーツ大会三重とこわか大会」
の出場権獲得を目指して、熱く練習しております。
　送迎車両貸出事業を活用することで、近隣市町で開催される様々な
事業に多くの会員で参加することができ、活動の幅が広がっています。
　桑名市障害者団体連絡協議会主催、当会共催のフライングディスク
教室は、障がいの有無に関係なくどなたも参加いただけます。みなさ
んも、ぜひフライングディスクの楽しさを体験しに来てください。
　詳しくは社会福祉協議会ホームページをご覧ください。

～たくさんのご協力、誠にありがとうございました～
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町内企業CSR活動町内企業CSR活動

　株式会社ADEKA三重工場は、「自然
豊かな地域に立地している化学工場で
あることを認識し、地域環境保全への
取り組みを工場運営の最重要課題のひ
とつと位置づけ、生物多様性と地球温
暖化に配慮し、環境と調和した活動を
推進し、地球環境にやさしい工場にし
ます。」という理念の下、環境保全に取
り組んでいます。
　環境保安課が清掃活動を従業員に呼
びかけ、工場全体で年に2回、今年は
6月26日（水）と12月16日（月）に行

いました。清掃場所は、工場南の北山田地区や、城山1丁目地区にある社員寮付近です。
業務に支障のない範囲で、各課や関連会社から数名ずつ、毎回30名ほどが参加してい
ます。空き缶やたばこの吸い殻などを拾ってゴミ袋へ入れたり、スコップで土砂をとっ
たり清掃活動を行います。

株式会社ADEKA三重工場

《募集要項》　募 集 期 間　随時　　料　　　金　月額1,000円
　　　　　　バナーの規格　大きさ … 縦50ピクセル×横170ピクセル　
　　　　　　　　　　　　　形式 … JPEG　データ容量 … 4KB以下
　　　　　　留 意 事 項　バナー広告は、原則広告主が作成するものとさせていただきます。
《お申し込み・お問い合わせ》　東員町社会福祉協議会　TEL：76-1560　FAX：76-1559
　　　　　　　　　　　　　　E-mail：fukushi@toinshakyo.or.jp

バナー広告を募集します！！

　活動自体は「何十年と取り組んでお
り、小さなことから大きく広がってい
きました。」「従業員も通勤時に通る道
であり、地域の方ともコミュニケーシ
ョンをとる良い機会となるので、全体
で取り組めるようにしたい。」「地域の
方からもお声掛けをいただいており、
少しは認知されてきたのかな。」と業務
部業務課伊藤課長様よりお話を伺いま
した。
　他にも、各課持ちまわりで毎月清掃活動を行っており、日にちや清掃場所は各課で決
められています。

　東員町社会福祉協議会のホームページに掲載する広告バナーを募集しています。企業、商店などの
みなさんの広告媒体として是非ご活用ください。
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東員子育て支援ネットとは…子ども好きのボラン
ティアグループ、個人ボランティアが集まり、地
域住民の方が子育てを楽しみ、仲間づくりを図る
ことを目的に活動しています。社会福祉協議会か
ら委託され、赤い羽根共同募金の助成金で運営し
ています。

お知らせ
　子育て応援ルームは、妊婦さんから就園するま
でのお子さんが自由に出入りし、遊び、交流する
場として開設しています。ぜひお越しください。

日　時　毎週月曜日・水曜日　10時から15時まで
　　　　※祝日はお休みです
場　所　東員町ふれあいセンター 2階 畳の間
対象者　妊娠中の方、未就園児やお子さんとその

保護者

＊子育て応援ルーム　毎週月曜日、水曜日にふれあいセンター 2階で自由に遊べる場所を開放し
ています。

＊子育て支援ほっと　地域に出向き、おもちゃ遊び、お喋りなどを楽しみます。
＊季節ごとのイベント　ふれあいセンター 2階で季節のイベントを開催しています。
　　　　　　　　　　　お茶会、七夕まつり、防災教室、ハロウィンイベント、クリスマス会など。

＊応援ルームはボランティアさんの温かみ溢れる場所です＊

活 動 内 容

　鳥取集落センターで子育て支援ほっとが開催されま
した。支援ネットのスタッフは、お子さんが安全に楽
しめることを第一に考え、机の角にはカバーをつけた
り、ガラスの前に物を置かないように気をつけていま
す。子どもさんたちはおもちゃに夢中で、保護者の方
もお友達とお喋りで盛り上がっていました。

●子育て支援ほっと 鳥取●

　ふれあいセンター 2階でクリスマス会が
開催されました。ボランティア団体“すずら
ん”がジングルベルや、赤鼻のトナカイなど
クリスマスソングを演奏しました。また、
サンタさんからプレゼントをもらったり、
スタッフ手作りのバルーンや飾りで写真撮
影をしたりと楽しみました。

●クリスマス会●

スタッフがいらな
くなった段ボール
で手作りの乗り物
をつくりました。
子どもさんたちに
大人気です。

東員子育て支援ネットの活動東員子育て支援ネットの活動
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　誰もが住み慣れた場所で安心して暮らし続けたい…その願いをみんなで実現していくために平成
26年にスタートしました。すでに100名を超えるボランティア登録者の方が町内の活動場所でさ
まざまなボランティア活動をされています。
　活動場所は介護施設、各園、各小中学校に加え、昨年度から支えあい活動団体さんの2団体（南
大社地区：カフェみなみ、笹尾西4丁目地区：健遊会）も仲間入りしました。
　ボランティアの活動内容もさまざまです。環境整備や行事・授業のお手伝い、入浴後のお手伝い、
傾聴や趣味の共有、農作業、カフェの準備など得意なこと、「これなら出来る！」ということで活
動されています。
　興味をもたれた方はぜひ説明会にご参加されませんか？

心配ごと相談・無料弁護士相談
　　無料弁護士相談は1日5組の予約制ですので、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。
　※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。
【開催日時】
★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　2月5日（水）、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）
　1月19日（日）、2月16日（日）、3月15日（日）、4月19日（日）　9:30 ～ 11:30
【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メールアドレス：fukushi@toinshakyo.or.jp
　　　　　　　　　　　　 ※土日祝日は予約受付しておりません。

子どもたちから
元気をもらって
います。

登録者の声

知り合いも増え、
楽しく活動して
います。

登録者の声

地域ボランティア
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　東員町社会福祉協議会
◀ホームページ
　QRコード

　東員町社会福祉協議会
◀フェイスブック
　QRコード

福祉・地域の情報はこちらでチェック！

障がい者フライングディスク指導者養成講習会障がい者フライングディスク指導者養成講習会
　障がい者フライングディスク競技は、『いつでも、どこでも、だれでも、安全に取り組みやすいスポーツ』とし
て、全国各地であらゆる障がいのある方々に親しまれており、2021年の『全国障害者スポーツ大会三重とこわか
大会』の正式種目となっています。
　本講習会では、フライングディスク指導の基礎から応用まで、また、大会の運営方法や審判法を、理論・実技
を交えながら体験していただきます。県大会規模の大きな大会から、地域での記録会や教室・体験会などにも大
いにお役立ていただけると思います。
　経験は問いません、未経験者大歓迎です。ぜひお気軽にお申し込みください。

日　時　令和2年3月14日（土）13：00～ 17：00
　　　　令和2年3月15日（日）   9：00～ 17：00
場　所　東員町総合体育館
内　容　大会の運営方法や審判法を理論・実技を交えながら体験していただきます。
対　象　三重とこわか大会にご協力いただける方
　　　　障がい者スポーツに理解・興味のある方（18歳以上）
　　　　大学生、障がい者施設職員、特別支援学校教員など
定　員　40人
費　用　無料
申　込　令和2年2月21日（金）までに、電話またはFAXで、三重県障害者フライングディスク協会事務局まで

お問合せください。

問い合わせ　三重県障害者フライングディスク協会
　　　　　　TEL：090-4117-2887　 FAX：059-222-0303

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。
コーナーコーナーおお知知ららせせ

　株式会社デンソー大安製作所主催の『デンソーハートフ
ルデー大安』が開催されます。員弁庁舎を発着点として、
三岐鉄道北勢線沿線の「まちの散策&美化活動」を行いま
す。途中のポイントでは、ふるさといなべ市の語り部さん
から歴史にまつわるお話が聞けます。すばらしい風景や由
緒ある場所など、普段は気づかないまちの素敵な姿がきっ
と見つかるでしょう♪北勢線を利用して移動するコースも
あります。
どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお申し込み
ください。
日　　時　令和2年3月14日（土）8：30～ 12：00
　　　　　※雨天決行（荒天中止）
集合場所　いなべ市役所 員弁庁舎
　　　　　員弁老人福祉センター前
定　　員　各コース20名（定員になり次第受付を終了させ

ていただきます）
申　　込　令和2年2月21日（金）までに、電話、FAX、

E-mail、郵送のいずれかでお申し込みください。
（2月21日（金）必着）

　　　　　《必要事項》お名前・ご住所・電話番号・希望コ
ース　　　

申込・問い合わせ　株式会社デンソー大安製作所　総務人事厚生課　森
　　　　　　　　　TEL：0594-87-1221　FAX：0594-87-1920　E-mail:hiroko.mori.j4p@jp.denso.com

8：30　挨拶・全体説明
8：45　スタート（員弁庁舎）

★6コースに分かれてまちの散策&美化活動に出発
11：15　ゴール（員弁庁舎）

★地元のお菓子を味わいながらみなさんと交流
★抽選会で地産品をゲット！

12：00　解散

Ａコース（2.5㎞）　耳塚…東光寺…ねじり橋…
めがね橋…八幡社

Ｂコース（2.5㎞）　楚原神社…天白神社…真養寺…音頭碑…
六把野用水掛樋…石仏忠魂碑

Ｃコース（3.0㎞）　（大相撲力士）四海波記念碑…地蔵堂…
大槙の木…八幡社…員弁大池

Ｄコース（3.5㎞）　覚通寺…万笑院…麻生田駅～楚原駅
Ｅコース（2.5㎞）　楚原駅～大泉駅…旧長宮駅跡…

大泉新田神明社…正木嘉兵衛記念碑
Ｆコース（1.2㎞）　楚原駅～阿下喜駅…目の地蔵さん…

西念寺…市神神社…桐林館…旧稲垣邸…
阿下喜駅～楚原駅

★コース内容は、変更になる場合があります。
★Ａ・Ｂ・Ｃコースは徒歩のみ、Ｄ・Ｅ・Ｆコースは電車利用。
　電車代はデンソーが負担します。

スケジュール

活動コース

デンソーハートフルデー大安デンソーハートフルデー大安 参加費
無料


