
２０１２０１２０１２０１９．２９．２９．２９．２        ＶＯＬ．２２１ＶＯＬ．２２１ＶＯＬ．２２１ＶＯＬ．２２１    

朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ 

      ふくしの“わ”ふくしの“わ”ふくしの“わ”ふくしの“わ”    
                  みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」みんなでつくろう福祉の「わ」    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日  時：平成３１年３月１０日(日曜日) 
午後１時より(受付)  
午後１時３０分(対局開始) 
午後５時終了（予定） 

 
会  場：朝日町保健福祉センター“さわやか村” 

 １階 多目的ホール １ 
 

参加定員：先着おおむね３２名ほど。 
 

参加資格：朝日町内に住んでいる 
小学生以下のかた。 

 
（当日プロ棋士による指導対局も予定しています） 

 
申込期間：２月１2 日(火曜日)～３月１日(金曜日) 

 
参 加 費：３００円（大会当日受付にて集めます） ※指導対局・見学のみの方は無料です。 

 
◎参加申込みは、申込書に必要事項を記入して申し込んでください。 

(申込書は、朝日町社会福祉協議会にあります) 
 

 
 
 
 
 
 
 

社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会 

    〒510-8102  三重郡朝日町小向８９１－５ 
朝日町保健福祉センター「さわやか村」 

  
                      ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ::::０５９－３７７－２９４１ ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ::::０５９－３７７－２９４４ 

ｅ-ｍａｉｌ：ａｓａｈｉｓｈａｋｙｏ@ｃｃｎｅｔｍｉｅ．ｎｅ．．．．ｊｐ     
朝日町社協の基本理念：住み慣れた地域で安心して心豊かに笑顔で暮らし、共にたすけあう心温まる地域づくりをめざします。 

２月のリサイクル運動は･･･ 
２月２０日(水)９:００～１３:００ 
今月の出張リサイクル運動は、 
柿地区：柿公民館 

(10:00～11:00)です。 
ご協力を、お願い致します。 

「第１８回「第１８回「第１８回「第１８回こども将棋大会」が、こども将棋大会」が、こども将棋大会」が、こども将棋大会」が、

下記のとおり開催されます。下記のとおり開催されます。下記のとおり開催されます。下記のとおり開催されます。    

だれだれだれだれでもでもでもでも、気軽に参加できる、気軽に参加できる、気軽に参加できる、気軽に参加できる    
大会です。大会です。大会です。大会です。    

申し込みをお待ちしています。申し込みをお待ちしています。申し込みをお待ちしています。申し込みをお待ちしています。    

平成３０年度福祉感謝祭が、 

３月１７日に開催されます。 

詳細は次月にお知らせいたします。 



※※※※１０１０１０１０日日日日((((日曜日日曜日日曜日日曜日))))将棋教室は、教育文化施設２階将棋教室は、教育文化施設２階将棋教室は、教育文化施設２階将棋教室は、教育文化施設２階    

    視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。視聴覚室で行われます。    

    ・開催日の変更がありましたので、ご注意・開催日の変更がありましたので、ご注意・開催日の変更がありましたので、ご注意・開催日の変更がありましたので、ご注意    

下さい。下さい。下さい。下さい。    

対象者：対象者：対象者：対象者：町内在住の小学生以下町内在住の小学生以下町内在住の小学生以下町内在住の小学生以下の方の方の方の方    

参加費：３００円参加費：３００円参加費：３００円参加費：３００円    当日受付当日受付当日受付当日受付(9:45(9:45(9:45(9:45～～～～))))    

        教室開始時間教室開始時間教室開始時間教室開始時間 10:0010:0010:0010:00～～～～12:0012:0012:0012:00 終了予定終了予定終了予定終了予定    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いろいろな遊びを通してじっくり親子でいろいろな遊びを通してじっくり親子でいろいろな遊びを通してじっくり親子でいろいろな遊びを通してじっくり親子で 

ふれあう事を目的としていますふれあう事を目的としていますふれあう事を目的としていますふれあう事を目的としています。。。。    
                        
＜日時＞＜日時＞＜日時＞＜日時＞                    平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年３３３３月７日月７日月７日月７日((((木木木木))))・・・・１４１４１４１４日日日日((((木木木木))))・・・・２８２８２８２８日日日日((((木木木木))))        
                                        午前午前午前午前 10101010 時～時～時～時～12121212 時まで時まで時まで時まで    
＜場所＞＜場所＞＜場所＞＜場所＞                    朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館        TEL 377TEL 377TEL 377TEL 377－－－－6113611361136113    
＜参加対象＞＜参加対象＞＜参加対象＞＜参加対象＞            平成２７年４月２日生～平成２８年４月１日生の平成２７年４月２日生～平成２８年４月１日生の平成２７年４月２日生～平成２８年４月１日生の平成２７年４月２日生～平成２８年４月１日生の    

お子様とその保護者お子様とその保護者お子様とその保護者お子様とその保護者    
＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞    参加申込用紙に必要事項を記入し、朝日町児童館まで参加申込用紙に必要事項を記入し、朝日町児童館まで参加申込用紙に必要事項を記入し、朝日町児童館まで参加申込用紙に必要事項を記入し、朝日町児童館まで    

申し込んで下さい申し込んで下さい申し込んで下さい申し込んで下さい    
＜申＜申＜申＜申し込み期間＞し込み期間＞し込み期間＞し込み期間＞    平成平成平成平成 31313131 年年年年 2222 月月月月 12121212 日（火）～日（火）～日（火）～日（火）～2222 月月月月 17171717 日（日）日（日）日（日）日（日）    
                                        10101010 時から時から時から時から 17171717 時まで時まで時まで時まで    
＜定員＞＜定員＞＜定員＞＜定員＞                    15151515 組（定員になり次第締め切りとなっております）組（定員になり次第締め切りとなっております）組（定員になり次第締め切りとなっております）組（定員になり次第締め切りとなっております）    
    
※申し込み用紙は児童館にあります。電話及び代理の方の申し込みは不可となっております。※申し込み用紙は児童館にあります。電話及び代理の方の申し込みは不可となっております。※申し込み用紙は児童館にあります。電話及び代理の方の申し込みは不可となっております。※申し込み用紙は児童館にあります。電話及び代理の方の申し込みは不可となっております。    
※申込当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。※申込当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。※申込当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。※申込当日は、親子で写真を撮影しますので、ご協力をお願い致します。    
※活動の様子を撮影し掲示します。又、突然ＣＣＮｅｔ及び広報等の撮影が入る場合がありますので、※活動の様子を撮影し掲示します。又、突然ＣＣＮｅｔ及び広報等の撮影が入る場合がありますので、※活動の様子を撮影し掲示します。又、突然ＣＣＮｅｔ及び広報等の撮影が入る場合がありますので、※活動の様子を撮影し掲示します。又、突然ＣＣＮｅｔ及び広報等の撮影が入る場合がありますので、    

ご理解、ご協力を頂きます様よろしくお願いいたします。ご理解、ご協力を頂きます様よろしくお願いいたします。ご理解、ご協力を頂きます様よろしくお願いいたします。ご理解、ご協力を頂きます様よろしくお願いいたします。    
その他詳細につきましては、児童館（３７その他詳細につきましては、児童館（３７その他詳細につきましては、児童館（３７その他詳細につきましては、児童館（３７７－６１１３）までお問い合わせ下さい。７－６１１３）までお問い合わせ下さい。７－６１１３）までお問い合わせ下さい。７－６１１３）までお問い合わせ下さい。    
    

町内に住んでいる小学町内に住んでいる小学町内に住んでいる小学町内に住んでいる小学 1111年生～年生～年生～年生～4444年生を対象年生を対象年生を対象年生を対象    
    に行います。“あそび”を通して、友だちの輪をに行います。“あそび”を通して、友だちの輪をに行います。“あそび”を通して、友だちの輪をに行います。“あそび”を通して、友だちの輪を    

ひろげましょうひろげましょうひろげましょうひろげましょう    
    
＜日時＞＜日時＞＜日時＞＜日時＞                    平成平成平成平成 31313131 年年年年 3333 月月月月 26262626 日（火）日（火）日（火）日（火）10101010 時～時～時～時～12121212 時頃時頃時頃時頃    
＜場所＞＜場所＞＜場所＞＜場所＞                    朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館朝日町児童館    TEL TEL TEL TEL 377377377377－－－－6113611361136113    
＜定員＞＜定員＞＜定員＞＜定員＞                    15151515 名名名名    
＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞＜申し込み方法＞    参加申込用紙に必要事項を書いて、参加申込用紙に必要事項を書いて、参加申込用紙に必要事項を書いて、参加申込用紙に必要事項を書いて、朝日町朝日町朝日町朝日町児童館まで児童館まで児童館まで児童館まで    

申し込んで下さい。申し込んで下さい。申し込んで下さい。申し込んで下さい。    
＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞＜申し込み期間＞    平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年２２２２月月月月 15151515 日日日日（（（（金金金金））））～～～～２２２２月月月月２１２１２１２１日日日日（（（（木木木木））））    
    9999 時半から時半から時半から時半から 17171717 時まで時まで時まで時まで    
＜内容＞＜内容＞＜内容＞＜内容＞                    『ポップコーン』『ポップコーン』『ポップコーン』『ポップコーン』を作ろうを作ろうを作ろうを作ろう    
＜持ち物＞＜持ち物＞＜持ち物＞＜持ち物＞                水筒、材料費（水筒、材料費（水筒、材料費（水筒、材料費（100100100100 円）円）円）円）    
    

    
児童館では、利用していただく皆さんからご意見等をお聞きするため、 
｢意見箱｣の設置をしております。 
今回、｢意見箱｣に寄せられたご意見等を紹介いたします。 

（ご意見等は原本と同様に記載しております。）  
ご意見等：「子供用の補助便座があると助かります。」 

 
回 答 等：ご意見ありがとうございます｡ 
       子ども用の補助便座につきましては、設置させていただきます。 

今後とも、児童館のご利用を、お待ちしております。 

月 火 水 木 金 土 日 

 1 2 3 

4 
休館日 

5 6 
お話会 

7 
 

8 9 
 

10 
将棋教室 

11 
休館日 

12 
 

13 
お話会 

14 
 

15 
 

16 
 

17 
 

18 
休館日 

19 
 

20 
お話会 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
休館日 

26 27 
お話会 

28  

※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日((((６６６６日日日日､､､､1111３日､２０日､３日､２０日､３日､２０日､３日､２０日､27272727 日日日日))))のおのおのおのお話話話話    

会は、会は、会は、会は、紙芝居等のお話と簡単な製作を紙芝居等のお話と簡単な製作を紙芝居等のお話と簡単な製作を紙芝居等のお話と簡単な製作を用意用意用意用意しししし    

ていますていますていますています。。。。だれでも参加できだれでも参加できだれでも参加できだれでも参加でき申申申申込込込込みのみのみのみの必必必必要は要は要は要は    

ありません。ありません。ありません。ありません。    

親子ふれあい事業参加者募集親子ふれあい事業参加者募集親子ふれあい事業参加者募集親子ふれあい事業参加者募集    

子供あそび館参加者募集子供あそび館参加者募集子供あそび館参加者募集子供あそび館参加者募集    



ほほほほほほほほっっっっっっっっととととととととくくくくくくくくららららららららぶぶぶぶぶぶぶぶ        だだだだだだだだよよよよよよよよりりりりりりりり        
        

毎日、寒い日が続いています。今月も“ほっとくらぶ”では体調管理、室内環境に 
気を付け､みなさんが元気に楽しく過ごせるよう心がけていきます。昨年末、“ほっ 
とくらぶ”ではクリスマス会を開催しました。みんなで楽しくふれあい、絵本、手 
あそび、楽器演奏、そして待ちに待ったプレゼント交換！！久しぶりに出会ったお 
友だちや保護者さんと過ごし、みんなの瞳はキラキラ輝いていました。日中一時支 

援ではいつもより少しリッチなクッキングをしました。生地を焼きクリームをたっぷりのせ､トッ 
ピング！！それぞれのオリジナルホットケーキが出来ました。味はもちろん「最高！！」でした。 
 

☆★☆ ２月の予定  ★★☆ 

☆ お問い合わせ先 ☆ 
    

�/ＦＡＸ・ ０５９－３７７－３５２２  ↸ 朝日町柿６１８ 

� hottoclub@ccnetmie.ne.jp 担当：大橋 真紀 （おおはし まき） 
     

 

 

    歳末たすけあい募金にご協力頂き、ありがとうございました。（敬称略･金額単位=円） 

月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    
 

臨時休館やあそびの変更をさせていただく日があります。臨時休館やあそびの変更をさせていただく日があります。臨時休館やあそびの変更をさせていただく日があります。臨時休館やあそびの変更をさせていただく日があります。     
ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。ご協力をお願い致します。     

 

１１１１        ９：００～９：００～９：００～９：００～    

“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”    
Pm 日中一時支援・相談 

４４４４    

日中一時支援 

    相談 

５５５５    あそび場 

『豆あそび』 

Pm 日中一時支援・相談 

    ６６６６    

日中一時支援 

７７７７        

  日中一時支援・相談 

        

８８８８    あそび場 

『ボールあそび』 
Pm 日中一時支援・相談 

１１１１１１１１        

[休館日] 

建国記念日 

    

１２１２１２１２あそび場 

『ボールあそび』 
    

Pm 日中一時支援・相談 

１３１３１３１３    

日中一時支援 

１４１４１４１４ 

日中一時支援・相談 

１５１５１５１５あそび場 
『クッキング』 

エプロン、三角巾の持参をおエプロン、三角巾の持参をおエプロン、三角巾の持参をおエプロン、三角巾の持参をお
願いします。願いします。願いします。願いします。    

Pm 日中一時支援・相談 

１８１８１８１８    

日中一時支援 

相談 

１９１９１９１９あそび場 
『新聞紙あそび』 

Pm 日中一時支援・相談 

２０２０２０２０    １０：００ 

“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会”“ほっとする親の会” 
 

Pm日中一時支援 

２１２１２１２１    

日中一時支援・相談 

２２２２２２２２あそび場     
『新聞紙あそび』 

Pm 日中一時支援・相談 

２５２５２５２５    

日中一時支援 
相談 

２６２６２６２６あそび場 
『つくってみよう』    
Pm 日中一時支援・相談 

２７２７２７２７    

日中一時支援 

２８２８２８２８あそび場 
『つくってみよう』    
Pm 日中一時支援・相談 

３／１  ９：００～ 
ほっとする親の会 

Pm 日中一時支援・相談 
 

お知らせとお願い 
    

＊＊＊＊カゼ・感染症が大流行です。水分、栄養、休息をとりましょう。「いつもと様子が違う」など体調に
変化、不安がある場合は相談員にお伝えください。 

 
＊＊＊＊園や学校で「学級閉鎖」などが予想されます。“日中一時支援”“あそび場”をご利用の方はお手元
にあります「緊急時（学級閉鎖など）の対応について」「緊急時（学級閉鎖など）の対応について」「緊急時（学級閉鎖など）の対応について」「緊急時（学級閉鎖など）の対応について」をご確認の上、対応をお願いします。（お
手元ない方は相談員にお知らせください） 
 

＊＊＊＊日中一支援、相談に関する 当日のキャンセルは分かり次第、必ずお電話でお願い致します。当日のキャンセルは分かり次第、必ずお電話でお願い致します。当日のキャンセルは分かり次第、必ずお電話でお願い致します。当日のキャンセルは分かり次第、必ずお電話でお願い致します。 
 

みんなで春の遠足に行こう！！ 
春の遠足に今年も出かけます。参加対象の方には後日おたよりを送らせていた 
だきます。お楽しみにお待ちください。また、“ほっとくらぶ”をご利用でない 
方で詳細をお知りになりたい場合は☆お問い合わせ先 ☆までご連絡ください。 

名前［団体名］ 金  額 期  日 名前［団体名］ 金  額 期  日 

さわやか喫茶 だんご会 ３１，５７５ １２月３日 朝日げんきクラブ 

（朝日町老人ｸﾗﾌﾞ連合会） 
２１１，４１９ 

１１月２１日～ 

 １２月２７日 向陽台 向悠会 ４，７６０ １２月２５日 

楽柿会 ３０，０００ １２月２６日 オークワ募金箱 ３５０ １月４日 

匿 名 １０，０００ １２月１６日 さわやか村募金箱 １，８９６ １月４日 



                                            ◎看護師さん募集！！（常勤嘱託職員）◎看護師さん募集！！（常勤嘱託職員）◎看護師さん募集！！（常勤嘱託職員）◎看護師さん募集！！（常勤嘱託職員）         
 朝日町社会福祉協議会では、デイサービスセンターで働く 

看護師さんを募集しています。  
〔看護師業務：デイサービス利用者の健康チェック･利用中の 

健康観察及び入浴介助・レクリエーション支援など〕    
                  採用予定人数：１名  
                  資 格 要 件：・看護師または准看護師資格取得の方  
                           ・健康でやる気のある５５歳以下の方  
                  勤 務 時 間 等：月曜日～土曜日の内５日勤務  

午前８時３０分～午後５時まで 
 

 （非常勤の看護師さんも募集しています。お気軽にお問合せ下さい。） 
 

お問合せお問合せお問合せお問合せ等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会等：朝日町社会福祉協議会    電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田電話番号：３７７－２９４１（豊田））））    
 
 

            ～福祉人材センターに登録を！！～  
やりがい！いきがい！仲間作り・・・ 

人材ｾﾝﾀｰの作業を通じて見つけませんか！ 
   

朝日町福祉人材センターでは、健康で働く意欲があり、自分でできる仕事を 

自主的に行い、福祉的活動と併せて社会参加を志向させる事を目的に登録 

を行い、臨時的な仕事を行います。 
 

詳細については、朝日町社会福祉協議会（ＴＥＬ：３７７－２９４１）まで！ 
 

 
  
                                ☆☆☆☆２月・３月の「心配ごと相談」   

相 談 日:・２月５日(火)         ・２月２０日(水) 
       ・３月５日(火)弁護士相談(要予約) ・３月２０日(水) 

 
３月５日の弁護士相談は、予約が必要となっておりますので、 

ご確認ください。（弁護士相談は､時間が限られておりますので､ 
相談内容をまとめておいて下さい。）  

時 間：午後１時３０分～３時３０分   
場 所：朝日町保健福祉センター「さわやか村」 ２階 研修室 

 

お問合せ等＝朝日町社会福祉協議会(電話：３７７－２９４１) 
 
 
 

「さわやか学校』 開校の 目的等：６０歳以上の方を対象に､加齢と共に起こる筋力低下･閉じこもり・ 

おしらせ 【２月の日程】      認知症などの症状を軽減・予防を目的とします。  
 映画=昔懐かしい映画や最近の映画など、色々な内容を上映します。 

映画鑑賞は脳に刺激を与え、回想法としても効果的です。  
集い=認知症予防の脳トレ、集団での楽しいゲームを行います。又啓発活動 

として介護保険や権利擁護をはじめ様々な話題を情報提供いたします。  
ﾀﾞﾝｽ=音楽に合わせて体を動かす楽しさが介護予防ﾀﾞﾝｽの魅力です。 

                                 社交ﾀﾞﾝｽを基につくられた軽い運動です。  
ジム=筋力は認知症や生活習慣病の発症・進行に影響し健康寿命と深い 

関係があります。ジムは楽しみながら健康な身体を作ります。 
ヨガ=難しい姿勢で体操するわけではありません。ヨガのポーズや呼吸法に 

よって心身ともにリフレッシュ！代謝や筋肉の衰えにも効果的です。 
音楽=歌う事で、口腔ケアや飲み込みを良くするなど、嚥下の改善･向上と 

懐かしの歌を歌うことで回想法による認知症予防の効果があります。   
『集まって・しゃべって・動いて・笑って・歌って・奏でて・考えて､一緒に介護予防に取り組みましょう！』  

 お問合せ等＝朝日町社会福祉協議会 地域包括支援センター（電話：３７７－５５００）まで。 

 
◎時間割・１３:４５～１５:１５ 

２月 １日（金） 映 画 
２月 ７日（木） ヨ ガ 
２月 ８日（金） ジ ム 
２月１５日（金） つどい 
２月１８日(月) 音 楽 

２月１９日（火） ダンス 
 
会場：保健福祉センター 
    １階 多目的ホール 

朝日町 
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 


