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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
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東員町のカフェ
会長あいさつ・理事評議員紹介・社協特別会費
平成30年度事業報告・平成30年度決算
地域の宝物・通所型サービスＢ事業ふれあいカフェ・
　　　　　　　　　　　　中学校勤労体験学習
東員子育て支援ネット・食中毒予防講習会・
　　　　　　　　ふれあい型配食サービス事業
お知らせコーナー

もくじ

　令和元年5月15日に城山3丁目地区“3丁目さくらカ
フェ”がオープンしました。さくらカフェは、「誰もが
好きな時に来て、好きなようにおしゃべりする」ことを
コンセプトにしています。回覧をまわす時に誘いあって
きた方や、お隣さん同士で来られた方もみえました。子
どもさんもたくさん来ていて、みんなで宿題をして、お
菓子を食べて、ジュースを飲んで、参加者や世話人さん
が先生になったり。カフェ全体が一つの家族のようでし
た。

　いつまでも地域で楽しく暮らしていくために、お互いさまに支えあうことが大切です。カフェで
誰かとお話ししたり、聞いたり、交流を深めることで支えあえる関係をつくることができます。

東員町のカフェ

城山3丁目地区『さくらカフェ』

　令和元年5月26日に北大社地区“Café Chat Yashiro
＆大社祭写真展”が行われました。最初に、オープンセ
レモニーが行われ、自治会長、シニアクラブ会長、大社
祭の騎手の方がテープカットをしました。廊下に、地域
の皆さんが撮った大社祭の写真が展示されていました。
「昔を思い出すな～」「これが〇〇さんところの息子さん
やな。」と写真を見ながらあれやこれやと話が盛り上が
っていました。子どもさんからシニアの方まで幅広い世
代の方が、わいわい楽しんでいました。

北大社地区『Café Chat Yashiro』
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地域福祉座談会の開催 シニアカレッジの開催 福祉のつどいの開催 広報紙「ふくしのわ」、
ホームページでの情報発信

心配ごと相談・無料弁護士相談

　町民の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。
　平素は、東員町社会福祉協議会にご理解あるご支援とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　このたび、6月21日に開催されました理事会におきまして、三林会長の後任として本会の会長に選任さ
れました。
　就任に際しましては、その職責の重大さを痛感し、身の引き締まる思いであります。近年、少子高齢化
の進行に伴い高齢者のみの世帯や一人暮らし高齢者の増加、社会的な孤立の問題等、公的なサービスだけ
では解決できない諸問題が増えてまいりました。
　そのような状況の中で東員町社会福祉協議会では、本会の理念でもございます「誰もが安心して暮らすこ
とができる福祉のまちづくり」の実現に向け、地域福祉を推進する中核的な民間福祉団体として、温かく、
思いのある取り組みを実践することを念頭に役員・職員一丸となり、誠心誠意努めて参りたいと存じます。
どうぞ皆様の一層のご支援とご協力お願い申し上げ、就任のあいさつといたします。

会長就任のご挨拶

　6月に開催されました理事会、評議員会におきまして、任期満了に伴い新たに下記の8名の理事と2名の監事に
就任いただきました。また、評議員につきましても役員改選等により、14名の評議員のうち新たに下記の8名の
方に就任いただきました。東員町社会福祉協議会は、住民の皆さまや関係機関と共に地域福祉推進に努めます。今
後ともご理解ご協力お願いいたします。
［理事］ 〈敬称略・順不同〉

会　長
副会長
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
理　事
監　事
監　事

安藤　修平
宮内　　誠
伊藤　宗明
小川　隆生
佐藤　秀子
福本美津子
石﨑　惠美
南部　里美
小林　宗良
中村　政義

元東員町副町長
医療法人康誠会東員病院理事長
東員町自治会長会会長（山田自治会長）
東員町民生委員児童委員協議会会長
社会福祉法人いずみ理事長
社会福祉法人モモ理事長
託児ボランティアバンビ代表
東員町役場子ども家庭課課長
税理士
前瀬古泉自治会長

理事・評議員の紹介

　平成30年度は、地域の皆様より 797,000円 の特別会費のご協力をいただきました。お寄せいただ
いた会費は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した。ありがとうございました。
令和元年度も、下記事業に使わせいただきます。ご理解・ご協力をお願い申し上げます。

社会福祉協議会「特別会費」のお願い

［評議員］ 〈敬称略・順不同〉

愛宕　勝重
杉山　昌嗣
古市　之則
小倉喜志雄
古賀　一孝
小塚　良子
中野ひとみ
嶋野啓二郎

東員町自治会長会副会長（八幡新田自治会長）
東員町自治会長会副会長（長深自治会長）
東員町自治会長会副会長（笹尾西4丁目自治会長）
東員町自治会長会副会長（笹尾東4丁目自治会長）
東員町自治会長会副会長（城山1丁目自治会長）
朗読ひばりの会会長
一般社団法人ガールスカウト三重県連盟 理事
東員町民生委員児童委員協議会副会長

東員町社会福祉協議会会長　安藤 修平

納入方法　「社会福祉協議会（ふれあいセンター内）」または「笹尾連絡所」へお寄せください。
　　　　　※社会福祉協議会へご一報いただければ、直接お伺いします。
問い合わせ先　東員町社会福祉協議会　電話76-1560　Eメール fukushi@toinshakyo.or.jp

募集期間　令和元年7月8日（月）～8月30日（金）　会費額　1口1,000円（※口数の上限はありません）
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　理事会・評議員会の運営により、安定して地域福祉
を推進する体制を整えることができました。また、２
月に県の監査を受けました。指摘事項はありませんで
した。戸別会費は、わずかに前年度を下回りましたが、
特別会費は、前年度より多くのご協力をいただきまし
た。地域福祉の事業のために活用していることをご理
解いただけるように、今後もていねいに会費の説明を
します。

法人運営部門

　地域の方がより楽しく、幸せに暮らすためにどうす
ると良いか話し合う場である地域福祉座談会を支援し
ています。昨年度は新たに2自治会がご賛同くださり
開催されました。現在は、15自治会が座談会に取り
組んでいます。また、福祉のつどい、シニアカレッジ
などを通して、支えあえる町づくりに関心をもってい
ただきました。今後も地域の皆さんと共に、「支えあ
える町」の大切さをお伝えします。

地域福祉部門

　経済的にお困りの方や加齢や障がいのため日常
生活を営むことに不安がある方に、資金の貸し付
け、食糧提供、金銭管理のお手伝いをしました。
面談を通して、お気持ちや状況をていねいにお聞
きし、その方が地域で安心して自立した生活が送
れるように、一人一人に合う支援をしました。

利用支援部門

　サービス提供にあたっては、ニーズに応じた対応ができ
るよう、職員体制を整え、内部研修の実施・外部研修への
参加により、職員の資質向上を図ることができました。
　訪問介護は、昨年度から大きく減少したが、障がい児者
訪問介護で大きく増加しました。通所介護では、延べ人数
で約200名の伸びとなりました。

介護保険サービス・
障がい福祉サービス部門

収 入
会費
寄付金
運営補助金
共同募金配分金
受託金
事業
負担金
介護保険事業
障がい福祉サービス等事業
受取利息配当金
その他
固定資産売却
積立資産取崩
事業区分間繰入金
サービス区分間繰入金

合　　計

3,587,372
2,911,586
38,552,000
2,746,897
22,864,671
149,500
1,359,770

143,363,565
19,985,380

56,936
6,748,600
20,000

20,837,298
4,681,675
7,065,533

274,930,783

人件費
事業費
事務費
貸付事業
助成金
負担金
固定資産取得
積立資産
事業区分間繰入金
サービス区分間繰入金

合　　計

205,682,680
10,686,187
28,285,593
100,000
4,744,852
311,544
3,026,640
8,985,048
4,681,675
7,065,533

273,569,752

（単位：円） 支 出 （単位：円）

平成30年度 決 算

平成30年度 事業報告
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　高齢者の方の生きがいづくりや健康保持、要
介護状態になることを予防し、地域で自立した
日常生活を送ることを目的として、5月から毎
週水曜日に通所型サービスＢ事業「ふれあいカ
フェ」を開催しています。内容は、ヨガ、麻雀、
パソコン教室などです。参加者から、頭、指の
体操になると好評です。今後も、地域の方の交
流の場所となるよう取り組みます。

の方の生きがいづくりや健康保持 要

通所型サービスＢ事業 ふれあいカフェ通所型サービスＢ事業 ふれあいカフェ通所型サービスＢ事業 ふれあいカフェ

地域の宝物
地域の気楽な

集まりを紹介します

　楽しい、元気になる、ほっとできる、安心できる、そんな嬉しい気持
ちになれる集いの場を募集しています。連絡くださった“気楽な集まり”
を訪問し、社協のホームページや広報紙「ふくしのわ」でご紹介いたし
ます。

長深地区　『北友会』

笹尾西1丁目地区　『折り紙サークル』
　笹尾西1丁目地区で月に2回、折り紙や手芸全般を楽しんでいます。
20年以上前から続いているサークルです。サークル名に「折り紙」と入っ
ていますが、20年も続いているので、「もう折り紙はやりつくしちゃっ
た」とのことで、今は主に手芸をしています。内容は手芸に変わっていま
すが、サークル名は立ち上げ当時の愛着があるようです。「今日は誰とも
しゃべっていないなぁ」と感じる日が多くなられた方も、活動日が楽しみ
なので参加できるように体調を調整されているそうです。

　長深地区北守の女性が月に1回集まりお食事やお喋りを楽しんでいます。
平成10年から続いている活動で、メンバーは20人ほどです。メンバー
が3班にわかれており、お当番の班が食事の用意をします。高齢で調理が
難しい方は会場設営をします。みんなの分の座布団やイスを用意したり、
料理を並べたり。「ここに来るのが本当に楽しみで、この日だけは忘れた
ことない」と笑顔でおっしゃっていました。皆さんとても賑やかに交流し
ています。

パソコン教室の様子です▶

◀ヨガの様子です

　令和元年5月15日（水）～17日
（金）の3日間、東員第一中学校の
2年生の2名がデイサービスセン
ターふれあいで勤労体験学習をし
ました。介護、レクリエーション
などを体験しました。

デイサービスセンターふれあい ～中学校勤労体験学習～

飲み物をお渡ししています利用者さんと一緒に折り紙をしています
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ふれあい型配食サービス事業の利用日が増えます！

　令和元年6月5日（水）、東員子育て支援ネット主催の「お茶会」が開催
されました。市民活動団体「美々の会」の皆さんが集まった親御さんと子
どもさんにお抹茶をたててくれました。「普段はなかなかできない経験な
ので良かった」、「お抹茶が美味しかった」と感想をいただきました。

共同募金事業

　令和元年6月21日（金）、城山中央集会所で、「子育て支援ほっと」が開
催されました。子どもさんは、お友達同士おもちゃで遊び、親御さんた
ちは、子育ての話をして盛り上がっていました。この日は、リズムあそ
びも行いました。音に合わせて歌ったり体を動かしたり。子どもさんの
笑顔が溢れていました。
　子育て支援ほっとは順番に地域で開催しています。次回は11月15日
（金）9時半から鳥取集落センターで開催する予定です。是非お越しくだ
さい。

お茶会イベント

子育て支援ほっと

ント

東員子育て支援ネットが活動しています♪東員子育て支援ネットが活動しています♪東員子育て支援ネットが活動しています♪

対象者　①概ね65歳以上の高齢者で、社会的交流が乏しく閉じこもり予防が必要な方
　　　　②担当地区の民生委員が特に必要と認めた方
　　　　③その他、個別事情により会長が必要と認めた方
実施日　毎週水曜日、金曜日のうちご希望の曜日
利用料　1食300円
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
　　　　　　　※土日祝日は受付しておりません。

共同募金事業

　ふれあい型配食サービスのお弁当作りに携わっていただい
ている「わくわくボランティア」さん、支えあい活動登録団
体で活動されている世話人さんを対象に、令和元年5月8日
（金）、食中毒予防講習会を開催しました。
　食中毒の発生状況や主な食中毒の特徴と予防について、桑
名保健所職員さんに講義していただき、時折メモを取られな
がら熱心に聴かれていました。
　後半は希望者が手洗い実習をされ、手洗いの注意点を学ぶ
機会になりました。

食中毒予防講習会を開催しました

第2・4水曜日
第1～4金曜日

（月6日） 毎週水・金曜日
　令和元年8月から、ふれあい型配食サー
ビスの利用日が変更になります。ご希望の
方は下記までご連絡をお願いいたします。



東員町母子寡婦福祉会東員町母子寡婦福祉会町母子寡婦福祉町母子寡婦福祉会
総会・交流会2019総会・交流会2019総会・交流会2019

　母子寡婦福祉会の“総会”“交流会”を開催し
ます。軽食を取りながら身近な生活のことや会
への思いを語り合う会としたいと思います。
日　時　7月27日（土）11：00～13：00
場　所　ふれあいセンター 1F 相談室2

※軽食を準備します、時間内出入り自
由です

対　象　町内在住の寡婦、母子、父子家庭の方
参加費　無料

※東員町母子寡婦福祉会加入希望の方
…年会費500円

申込先　東員町母子寡婦福祉会（会長：永井）
　　　　090-3388-0118

共同募金事業 貸出備品が増えました！貸出備品が増えました！貸出備品が増えました！
　東員町社会福祉協議会では、地域の交流のために使用いただける備品を貸し出しています。希望される方は、備
品等借用申請書を借用日の1週間前までに社会福祉協議会にご提出ください。
貸出備品　ワイヤレスアンプ、マイク、高齢者疑似体験セット、テーブル付椅子、テント、簡易テント、レジャー

チェア、プロジェクター、スクリーン、スピーカー、スピーカースタンド、ゲーゴルゲーム、輪投げ、
ペタンク、ユニカール、ディスゲッター、高齢者向け体力測定用具、麻雀セット、ビンゴゲーム機、か
き氷器、台車、『永久保存版・爆笑王「やすしきよし」DVD全6巻』

貸出対象者　①本会事業の参加者又は本会会員　②その他会長が適当と認めるもの
貸出期間　貸出期間は2週間以内。ただし、本会会長が必要と認める場合は期間を延長で

きますのでご相談ください。
貸出料金　無料
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

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。
★東員町ふれあいセンター（一般相談・無料弁護士相談）
　日時　8月5日（月）、9月5日（木）、10月7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）
　日時　7月21日（日）、8月18日（日）、9月15日（日）、
　　　　10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
できないことがあります。
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

不審な電話にご注意を不審な電話にご注意を不審な電話にご注意を
　社会福祉協議会を装う不審な電話を
受けたという情報が全国的に相次いで
おります。近隣の市町や近隣の県内で
も、社会福祉協議会を装う不審な電話
がありました。
　かかってきた電話で「何かおかし
い」と感じたらその場で答えず、ご家
族や友人知人に相談するとか、社会福
祉協議会に問い合わせるなどの対応を
お願いいたします。
問い合わせ先
　東員町社会福祉協議会（76-1560）
　三重県社会福祉協議会
　　　　　（059-227-5145）

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・地域活動以外の内容や、）　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知知ららせせ

　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！

※土日祝日は予約受付して
　おりません。

点訳体験教室の開催のお知らせ点訳体験教室の開催のお知らせ点訳体験教室の開催のお知らせ
　点字のことを知って、点字の名前カード、絵本、カレン
ダー、トランプなどを作ってみませんか？
　夏休みの宿題の相談にものります。都合の良い日を選ん
で参加してください。（どなたでも参加できます）
★ふれあいセンター教室
日時　8月6日（火）・20日（火）・27日（火）10：00～12：00
場所　ふれあいセンター
内容　名前カード、カレンダー、絵本、トランプ作りなど、

自分で書いた点字を実際に目の見えない方に読んで
もらえます。（いなべ地区視覚障害者協会と共催）

★文化センター教室
日時　7月27日（土）10：00～15：00
場所　総合文化センター エントランス
内容　名前カード作り（30分程度でできます）
問い合わせ先　中村（76-4932）


