２０１９．３
ＶＯＬ．２２２
朝日町社会福祉協議会会員の皆さんへ

ふくしの“わ”
みんなでつくろう福祉の「わ」

平成３１
平成３１年
３１年３月１７日
１７日 開催！！
開催！！
９：３０～１２
３０～１２：
１２：３０(終了予定)
開場：朝日町保健福祉センター及び駐車場
内容：各種福祉団体による模擬店
朝日川越分署による消防広場
日赤ＰＲコーナー(日赤朝日町地域奉仕団)、
地域で活動しているグループ等の出店、
フリーマーケット等
また、あさひ園児による歌や楽器演奏
朝日中学校ブラスバンド部の演奏
陶友あさひ(陶芸教室)によるビンゴ大会や
リサイクル抽選会も行われますよ(1 等～２等)！!

あさひ園児による歌(H25)

(抽選会は会場にみえない場合無効となりますのでご注意下さい。)

今年度も、三重郡老人福祉施設組合“養護･特別養護老人ホームみずほ寮”が参加！

福祉感謝祭を盛り上げていただきます。
雨天の時は内容が変更となる場合があります。

平成３０年度リサイクル抽選会結果発表(３等・４等)

今年度(Ｈ３０年度)のリサイクル抽選券
は「みずいろ」です。お間違えのないよう
おこし下さい。

３月のリサイクル運動は･･･

～３等～
６
１５１ ３９４ ４３０ ７９３
１７８９ １８５９ ２１７４ ２２１１ ２４６６ ２５８７
３２１５ ３８３２ ３９４２ ４０４５ ４２４２ ４５８５
５２２０ ５３４１ ６１３９ ６２４８
～４等～
４
１８ １１６ ２９５ ７７４
１１９７ １２２８ １３６３ １７７２ １９５２ ２０８１
２７３３ ２８０３ ２９９６ ３０８８ ３１１３ ３４６８
４０８１ ４１８９ ４２２５ ４４３６ ４５２９ ４６９９
５２７６ ５３３５ ６００１ ６２３３ ６３４９

１２２０ １３６４ １５０８
２８９４ ３０３４ ３１７９
４６８５ ４９３８ ５０６９
８２９ ９７２ １０２１
２１１７ ２２２５ ２６６１
３６８７ ３８２８ ３９７８
４９８８ ５１８１ ５２０５

１等～２等の抽選は、福祉感謝祭当日会場にて行います。
会場にいない場合“無効”となります。ご注意下さい。

福祉感謝祭は、赤い羽根共同募金の配分金
を受けて開催しております。

３月２０日(水)９:００～１３:００
今月の出張リサイクル運動は、
埋縄公民館(10:00～11:00)です。
ご協力を、お願い致します。

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」

(2 月の活動日以降の抽選券は
2019 年度用となっています。
）

ＴＥＬ:
ＴＥＬ:０５９－３７７－２９４１ ＦＡＸ:
ＦＡＸ: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。
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※１０日
１０日(日曜日)
日曜日)将棋大会は、保健福祉センター
10
「さわやか村」で行われます。
で行われます。
「さわやか村」
将棋大会
大会参加には、事前申込
17
を行って下さい。
を行って下さい。
(福祉感謝祭)
対象者：町内在住の
対象者：町内在住の
小学生以下の方
24

お話会 ふれあい事業
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21
休館日

26
27
あそび館

28

29

ふれあい事業

※毎週水曜日(
※毎週水曜日(６日､1３日)
３日)のお話会は
のお話会は､
話会は､紙芝居
等のお話と簡単な製作を用意
等のお話と簡単な製作を用意しています
用意しています。
しています。
だれでも参加でき申
だれでも参加でき申込みの必
みの必要はありません。

1

お話会 ふれあい事業

12

日

30

31

参加費：３００円
大会開始時間
大会開始時間 13:30
13:30～17:
17:00 終了予定
プロ棋士を招いての指導対局等を予定しております！！

※親子ふれあい事業な、7
※親子ふれあい事業な、7 日、14
日、14 日、28
日、28 日に朝日町児童館にて開催されます。
また、26
また、26 日には子ども遊び館が開催されます。どちらも事前申し
日には子ども遊び館が開催されます。どちらも事前申し込が必要で申し込みを
されていない方につきましては、午前中の利用ができなくなりますので、ご注意下さい。
(17 日は、保健福祉センター“さわやか村”にて「福祉感謝祭」が開催されます。
日は、保健福祉センター“さわやか村”にて「福祉感謝祭」が開催されます。児童館に
す。児童館にて
児童館にて
開催される行事ではございませんのでご注意下さい。)
開催される行事ではございませんのでご注意下さい。)

～朝日こども将棋大会のご案内～
３月１０日開催の将棋
３月１０日開催の将棋大会には、日本将棋連盟より
将棋大会には、日本将棋連盟より
島本 亮 五段段が来場し
五段段が来場し指
段が来場し指導対局等を行って頂
導対局等を行って頂きます。
指導対局には、事前の申し込みは必要ございません
ので、町内在住の将棋好きの方
町内在住の将棋好きの方な
の方なら参加いただけます。
たくさんの来場をお待ちしております。
たくさんの来場をお待ちしております。
大会日時：平成３１年３月１０日(
大会日時：平成３１年３月１０日(日) １３：
１３：００～受付
００～受付 １３：
１３：３０～大会開始
３０～大会開始

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

(一財)吉田福祉基金様 ありがとうございました！
このたび､朝日町デイサービスセンター(朝日町社会福祉協議会)に
吉田福祉基金様より大型加湿空気清浄機を寄贈いただきました。
これは､当デイサービスセンター･社会福祉協議会が行う高齢者
福祉事業等が認められその充実のために寄贈頂いたものです。
加湿空気清浄機はインフルエンザの予防等心地よい環境づくり
の一つとして､デイサービスセンターの居室にて使用しておりま
す。
（一般財団法人 吉田福祉基金は、東和薬品株式会社創業者の吉田雄市氏によって平成７年に
福祉支援を目的に設立され､「生まれた町･生まれた県･生まれた国」への感謝･恩返し
として、以来 高齢者福祉事業への支援活動等を続けられている団体です。)

朝日げんきクラブ(朝日町老人クラブ連合会)からのお知らせ

朝日げんきクラブ総会

平成３０年度総会･演芸大会開催 !!
日時：平成３１年３月２９日(
日時：平成３１年３月２９日(金曜日)
金曜日)
１０：００～総会
平成３０年度事業報告･決算報告
平成３１年度事業計画･予算(
平成３１年度事業計画･予算(案)
役員の改選
その他

１３：００(予定)
予定)～演芸大会
会場：朝日町保健福祉センター
会場：朝日町保健福祉センター「
朝日町保健福祉センター「さわやか村」
さわやか村」
朝日町小向８９１－
朝日町小向８９１－５ 電話：３７７
電話：３７７－
３７７－２９４１
※参加申込みをされた方は、お忘れにならないようにお願いします。

演芸大会

ほっとくらぶ

だより

夕暮れがゆっくりになり「春に向かっているんだな～」と実感します。
しかし！！この冬に猛威を振るった風邪やインフルエンザは、まだまだ終息と
は行きません。引き続き体調、環境を整え、元気に過ごしたいですね。今月も
みなさんのお越しをお待ちしています。
☆★☆

月

火

３月の予定
水

☆

★★

木

・臨時休館やあそびの変更をさせていただく場合があります。
・日中一時支援などの急なキャンセルや時間変更は必ずお電話で
お知らせください。
ご協力をお願い致します。
４
日中一時支援
相談
１１
日中一時支援
相談

５ あそび場
６
『体を動かそう』
日中一時支援
Pm 日中一時支援・相談
１２あそび場
１２
１３
『体を動かそう』
日中一時支
Pm 日中一時支援・相談

７
日中一時支援
相談
１４
日中一時支援
相談

金
１
９：００～
“ほっとする親の会”
Pm 日中一時支援・相談
８ あそび場
『小麦粉ねん土』
Pm 日中一時支援・相談
１５あそび場
１５
『クッキング』
エプロン、三角巾の持参をお
願いします。

Pm 日中一時支援・相談
１８
１９あそび場
２２あそび場
２１
２２
１９
２０ １０：００
日中一時支援
『紙吹雪あそび』
“ほっとする親の会”
休 館 日
『紙吹雪あそび』
“ほっとする親の会”
相談
Pm 日中一時支援・相談 Pm 日中一時支援
(春分の日)
Pm 日中一時支援・相談
２５
２６あそび場
２７
２８
２９あそび場
２６
２９
日中一時支援
『ボールプール』
春の遠足
春の遠足(予備日) 『小麦粉ねん土』
相談
Pm 日中一時支援・相談
Pm 日中一時支援
Pm 日中一時支援
Pm 日中一時支援・相談

ほっとくらぶ”では親子で参加の「あそび場」をしています！！
「あそび場って何するの？」「誰が行ってもいいの？」など多数のお問い合わせをいただいています。
ココでちょっとご紹介・・・

☆こんな楽しい事をしています。
・おもちゃがいっぱい！！好きなあそびを思いっきり楽しみます。
・いろいろな素材を使って、手、足、全身で感覚あそび、感触あそびを楽しみます。
・同年齢のお友だち、そのお母さんと仲良くなれます。

☆対象＝朝日町に住む、未就学の子ともさんと保護者さん(ご兄弟も一緒に来ていただけます)で、
・子育てや成長に悩み、不安がある方。や、
・健診などで“ほっとくらぶ”を紹介された方。
詳しくお知りになりたい方は、下記の☆
☆までご連絡ください。電話、メールＯＫ！！
詳しくお知りになりたい方は、下記の☆お問い合わせ先☆
また、「行ってみようとは思うけど・・・」とお悩み中の方もぜひ！！ご連絡ください。お待ちして
います。“ほっとくらぶ”って・・・あそびに来るとけっこう楽しいですよ～☺
“ほっとくらぶ”って・・・あそびに来るとけっこう楽しいですよ～☺
※個人情報は厳守させていただいております。ご安心ください。

☆ お問い合わせ先 ☆
/ＦＡＸ・ ０５９-３７７-３５２２
 hottoclub@ccnetmie.ne.jp

↸ 朝日町柿６１８
担当：大橋 真紀 （おおはし

遺言の日・遺言相続無料電話相談会(弁護士による電話相談)実施のご案内
三重県弁護士会所属の弁護士による｢遺言｣「相続」に関する無料電話相談が
下記のとおり実施されます。
日
時：平成３１年４月１５日(月曜日) 午前１０時から午後４時まで
電話番号：０５９－２２８－３１４３
相談担当：三重県弁護士会 高齢者･障害者支援センター所属弁護士
相談内容：遺言書の書き方､相続に関する疑問点､後々相続でトラブルに
ならないよう今できること､相続問題で現にお困りの内容など、
遺言と相続に関する問題全般に対応します。
相談に関するお問合せは,三重県弁護士会事務局(TEL:０５９－２２８－２２３２)まで。
または同会ホームページ(http://mieben.info/)をご覧下さい。

まき）

◎ 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：看護師又は准看護師資格を持ち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）
朝日町
ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ

（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。）

◎ 調理員さん募集！！（非常勤嘱託職員）
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調理職員さんを募集しております。
［調理員：デイサービスセンター利用者（５～１５人程度）の昼食調理及び利用者の見守りなど］
採用予定人数：若干名
資格要件：・月曜日から土曜日の間で週１～２回程度の出勤が可能な方（土曜日勤務できる方）
・年齢 ５０歳以下の健康な方 （月１～２回の検便があります。）
勤務時間：午前８時３０分～午後５時（勤務の時間･曜日等お気軽にお問合せ下さい。）
その他、詳細につきましては下記までお問い合わせ下さい。

お問合せ等：朝日町社会福祉協議会
お問合せ等：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）
３７７－２９４１（豊田）

～福祉人材センターに登録をしませんか！！～
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！
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！

☆ ３ 月 の 「 心 配 ご と 相 談」
相 談 日:・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
場

間：午後１時３０分～３時３０分
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・予約等＝朝日町社会福祉協議会(電話：３７７－２９４１)

「さわやか学校』 開校の
おしらせ 【３月の日程】

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・
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。
◎時間割・１３:４５～１５:１５
映画鑑賞は脳に刺激を与え、回想法としても効果的です。
３月 １日（金） ジ ム
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。
３月 ４日（月） 映 画
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。
３月 ５日（火） ヨ ガ
社交ﾀﾞﾝｽを基につくられた軽い運動です。
３月 ８日（金） 音 楽
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
３月１９日（火） ダンス
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。
３月２５日（月） つどい
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。
会場：保健福祉センター
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
１階 多目的ホール
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。

