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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」    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

＜開催日時＞  ２０１９年６月９日（日） 

           午前１０時～１２時頃まで 

＜場 所＞ 朝日町児童館 

＜参加対象＞  町内在住の３才児～５才児とその親子 

＜定 員＞ 1５組（先着順となっております） 

＜申込み方法＞ 申し込み用紙に必要事項を書いて 

             朝日町児童館まで申し込んで下さい。 

＜申し込み期間＞２０１９年５月１０日（金）～５月１９日（日）まで 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
      

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。 

５月のリサイクル運動は･･･ 
５月１５日(水)９:００～１３:００ 
今月の出張リサイクル運動は、 
縄生防災倉庫広場 

(10:00～11:00)です。 
ご協力を、お願い致します。 

今回の「子どもあそび館」は“カプラ”を持って、 
“みえこどもの城”の移動児童館が松阪市からやってきます！ 

みんな カプラ遊び にきてね 

※カプラとは・・・※カプラとは・・・※カプラとは・・・※カプラとは・・・    

フランス生まれのフランス生まれのフランス生まれのフランス生まれの    

積み木です。積み木です。積み木です。積み木です。    

形は、たった形は、たった形は、たった形は、たった    

1111 種類ですが、種類ですが、種類ですが、種類ですが、    

積み上げる事で積み上げる事で積み上げる事で積み上げる事で    

いろいろな立体をいろいろな立体をいろいろな立体をいろいろな立体を    

作る事ができ作る事ができ作る事ができ作る事ができ    

幅広い年齢層で幅広い年齢層で幅広い年齢層で幅広い年齢層で    
楽しめます。楽しめます。楽しめます。楽しめます。    

朝日町児童館事業 



※※※※12121212 日日日日((((日日日日))))のののの将棋将棋将棋将棋教室は教室は教室は教室は､､､､教育文化施設２階教育文化施設２階教育文化施設２階教育文化施設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。    
対象者：対象者：対象者：対象者：町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方町内在住の小学生以下の方    
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    

２０１９年度 朝日町社会福祉協議会予算･事業計画 
 

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」を目指します。  
２０１９年度の朝日町社会福祉協議会の予算につきまして下記のとおり決定いたしました！  
【収入の部】１８３，２２９，０００円       【支出の部】１８３，２２９，０００円    単位：円 

  
２０１９年度の朝日町社会福祉協議会の事業計画につきまして下記のとおり報告いたします。 
 〇社会福祉法人地域貢献活動（地域協議会への参加協力）への取り組み 
 〇災害ボランティアセンターの運営計画(町地域防災計画に基づく運営協力) 

〇介護保険事業の運営(居宅介護支援事業､訪問介護事業､通所介護事業､介護予防事業) 
 〇福祉有償運送事業(要介護者、身体障害者を対象とした自家用有償旅客運送) 

〇総合支援法事業への取り組み  
 〇在宅福祉事業（ホームヘルプサービス、デイサービス事業など）  

〇保健福祉センターの管理経営（･陶芸教室の開催 ･喫茶コーナーの運営） 
〇児童館の管理経営（･親子ふれあい事業 ･児童館祭り ･子供遊び館の開催  ･こども将棋教室(大会)） 
〇障がい者自立支援センター事業（･相談等事業 ･日中一時支援事業） 
〇地域包括支援センター事業  ・介護者交流会事業の実施 
〇地域福祉権利擁護事業    〇生活福祉資金等貸付事業  〇生活困窮者等への支援(相談等) 
○日常生活自立支援事業    ○生活支援体制整備事業 

 〇福祉大会の開催  〇年末さわやかフェスティバル・福祉感謝祭の開催 
〇その他、ボランティア活動への支援･協力、心配ごと相談福祉団体の事務事業、日赤･共同募金会事業 等  

（予算･事業の内容詳細につきましては社会福祉協議会事務所まで(さわやか村内)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

寄附金             ２００，０００ 
町運営補助金       ３２，０１０，０００ 
町委託金等        ７６，７５４，０００ 

ホームヘルプ事業         ２４，０００ 
デイサービス事業         １８，０００ 
保健福祉センター運営事業 ２４，８９０，０００ 
地域包括支援センター事業 ２７，５５６，０００ 
児童館運営事業       ９，８２０，０００ 

 敬老会事業         ２，３２５，０００ 
 障がい者自立支援センター  ２，８４１，０００ 
 生活支援体制整備事業    ９，２８０，０００ 
県社協委託金          ５１２，０００ 
人材センター事業      ４，０６９，０００ 
事業収入          ３，０７７，０００ 
共同募金配分金         ９４５，０００ 
介護保険収入       ４６，１４７，０００ 
身体障害者居宅介護事業収入 １，２７９，０００ 
経理区分間繰入金      ８，８９９，０００ 
財産収入・雑収入        ３０９，０００ 
積立金取崩収入       ９，０２８，０００ 

法人運営事業            ３５，１６８，０００ 
（敬老会事業含）            ２，３２５，０００） 
（心配ごと相談事業含）           １０２，０００） 
日常生活自立支援事業           ４７９，０００ 
共同募金配分事業費            ９４５，０００ 
生活福祉資金等事業            １５１，０００ 
人材センター事業           ４，０７０，０００ 
ホームヘルプ事業（受託事業(町)）        ２４，０００ 
デイサービス事業（受託事業(町)）        ２４，０００ 
保健福祉センター運営事業（指定管理）  ２６，２１０，０００ 
地域包括支援センター事業（受託事業(町)）３０，２０３，０００ 
児童館運営事業（指定管理）        ９，８２０，０００ 
障がい者自立支援センター（受託事業(町）  ４，５０６，０００ 
介護保険事業             ６１，０７０，０００ 
 訪問介護事業             １３，９５７，０００ 
 通所介護事業             ３２，４６２，０００ 
 居宅介護支援事業            １４，６５１，０００
身体障害者居宅介護事業         １，２７９，０００ 
生活支援体制整備事業          ９，２８０，０００ 
 

月 火 水 木 金 土 日 

 1 
休館日 

2 
休館日 

3 
休館日 

4 
休館日 

5 
休館日 

6 
休館日 

7 8 
お話会 

9 
ふれあい事業 

10 11 
 

12 
将棋教室 

13 
休館日 

14 
 

15 
お話会 

16 
ふれあい事業 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
休館日 

21 
 

22 
お話会 

23 
ふれあい事業 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
休館日 

28 29 
お話会 

30 31 
休館日 

 

※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日※毎週水曜日((((８８８８日日日日､､､､１５１５１５１５日日日日､､､､22222222 日､日､日､日､29292929 日日日日))))のののの    
おおおお話会は話会は話会は話会は､､､､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ていしていしていしていまままますすすす。。。。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みみみ    
のののの必必必必要はありません。要はありません。要はありません。要はありません。    

    
※※※※親子ふれあい事業･･･親子ふれあい事業･･･親子ふれあい事業･･･親子ふれあい事業･･･    
９９９９日日日日、、、、16161616 日日日日、、、、23232323 日は日は日は日は、、、、行事の為午前中行事の為午前中行事の為午前中行事の為午前中    
に限りに限りに限りに限り、、、、一般の方の利用ができません一般の方の利用ができません一般の方の利用ができません一般の方の利用ができません。。。。    
参加申し込みをし決定している方のみの参加申し込みをし決定している方のみの参加申し込みをし決定している方のみの参加申し込みをし決定している方のみの    
利用と利用と利用と利用となります。ご了承下さいなります。ご了承下さいなります。ご了承下さいなります。ご了承下さい。。。。    
（（（（午後は利用可）午後は利用可）午後は利用可）午後は利用可）    

    



ほっとくらぶだより 
 

キラキラと緑がまぶしい季節です。先日、“ほっとくらぶ”では親子で公共交通機関を利用し「春の遠 

足」に行って来ました。土管の中であそんだり、その中でのお弁当、山中探検では虫、葉っぱを発見！！ 

思いっきり山道を駆け登って来ました。参加のみなさんの年齢は様々でしたが、一緒にあそび、笑顔っ

ぱい！！保護者さん同士もお話しをされるなど、ほんわか暖かい春の１日を過ごす事が出来ました。来 

年の３月も実施予定です。みなさんのご参加をお待ちしています☺ 
 

５５月月のの予予定定   

� ０５９－３７７－３５２２０５９－３７７－３５２２０５９－３７７－３５２２０５９－３７７－３５２２        �    hottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jphottoclub@ccnetmie.ne.jp                
↸↸↸↸    朝日町柿６１８朝日町柿６１８朝日町柿６１８朝日町柿６１８                                        担当担当担当担当    大橋大橋大橋大橋    真紀真紀真紀真紀    （おおはし まき）までまでまでまで    

  

▽    お知らせお知らせお知らせお知らせ    と    お願いお願いお願いお願い ▽             
    

★ 子どもさんの様子、保護者さんの心配事などなど･･･どんな事でもＯＫです。お話しを伺わせて 
下さい。（“相談”となると、ちょっと緊張するので「ちょいと、お話を～」と気楽にお越しくださいね） 
まずは、お電話、メールで空き時間の確認をしてください。メールでご連絡をいただいた場合“あそ 
び場”“日中一時支援”の最中で、すぐに確認、お返事が出来ない時があります。また当日の急なキ 
ャンセルやご予約は必ず、お電話でお願い致します。 

           ☺ ☺ お連れさんと一緒に相談（ちょいとお話し）も大歓迎です。 

 
   

退位、即位、祝日などに伴い４４４４////２９（月）～５２９（月）～５２９（月）～５２９（月）～５////６（月）まで休館６（月）まで休館６（月）まで休館６（月）まで休館とさせて頂きます。ご協力をお願い致します。    

 

 
 

 
 
 

               
    
    

月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    
 
あそびの内容など予定を変更させていあそびの内容など予定を変更させていあそびの内容など予定を変更させていあそびの内容など予定を変更させてい

ただく場合があります。ご了承ください。ただく場合があります。ご了承ください。ただく場合があります。ご了承ください。ただく場合があります。ご了承ください。    

１１１１    
休館休館休館休館    

２２２２        
            休館休館休館休館 

３３３３     
    休館休館休館休館    

６６６６    
休館休館休館休館            

７７７７        あそび場あそび場あそび場あそび場        
『豆あそび』 

Pm 日中一時支援･相談 

８８８８    

日中一時支援 

９９９９    

日中一時支援 

相談 

１０１０１０１０    あそび場あそび場あそび場あそび場    
『小麦粉ねん土』        

Pm 日中一時支援･相談 

１３１３１３１３    

 

日中一時支援 

相談 

１４１４１４１４ あそび場あそび場あそび場あそび場        
『豆あそび』    

Pm 日中一時支援・相談 

１５１５１５１５ 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 

１６１６１６１６        
 

日中一時支援 

相談 

１７１７１７１７    あそび場あそび場あそび場あそび場    
『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 

２０２０２０２０    
日中一時支援 

相談 

２１２１２１２１ あそび場あそび場あそび場あそび場    
『えのぐあそび』    

Pm 日中一時支援・相談 

２２２２２２２２            
日中一時支援 

２３２３２３２３    
日中一時支援 

相談 

２４２４２４２４    あそび場あそび場あそび場あそび場    
『えのぐあそび』 

Pm 日中一時支援･相談 

２７２７２７２７    
日中一時支援 

相談 

２８２８２８２８ あそび場あそび場あそび場あそび場    
『新聞紙あそび』 

Pm 日中一時支援・相談 

２９２９２９２９    
日中一時支援 

３０３０３０３０                
日中一時支援 

相談 

３１３１３１３１ あそび場あそび場あそび場あそび場 
『新聞紙あそび』        

Pm 日中一時支援･相談 
    

開館日開館日開館日開館日＝月曜日～金曜日 ☺  開館時間開館時間開館時間開館時間＝９：００～１２：００・１３：００～１６：００ 
    

お問い合わせ先 

 

～「あそび場」に初めて、ご参加の方初めて、ご参加の方初めて、ご参加の方初めて、ご参加の方、ご参加を考え中の方ご参加を考え中の方ご参加を考え中の方ご参加を考え中の方～ 
「行こうかな～と思っているけど･･･」「ん～どうしよう」「初参加で親子ともども緊張するわ～」とお悩み
の方！！「ほっとくらぶってどんな所？」なのか、ちょっと、あそびに来ませんか？ まず“ほっとくらぶ”
を体験し、その後「行ってみようかな～」と思っていただけたら･・「あそび場」「あそび場」「あそび場」「あそび場」へご参加ください。 
来てみると、けっこう楽しいかもしれませんよ～。  

((((あそび場は未就学の子どもさんと保護者さんが対象ですあそび場は未就学の子どもさんと保護者さんが対象ですあそび場は未就学の子どもさんと保護者さんが対象ですあそび場は未就学の子どもさんと保護者さんが対象です｡｡｡｡まずは詳細をまずは詳細をまずは詳細をまずは詳細を!!!!!!!!上記までお問い合わせ上記までお問い合わせ上記までお問い合わせ上記までお問い合わせ下下下下さい）さい）さい）さい） 
 

              赤十字活動資金にご協力をお願いします。 
          
       ５月は、赤十字運動月間となり、それにあわせて、赤十字会員並びに活動資金の募 

       集を行う｢赤十字会員増強運動｣月間です。赤十字の活動は、皆さんからご協力頂く 

活動資金により支えられています。 
          
         赤十字活動の主旨･内容をご理解頂き、ご協力をお願い申し上げます。 



    
                            ◎◎◎◎    調理員さん調理員さん調理員さん調理員さん((((調理補助調理補助調理補助調理補助))))募集！！（非常勤嘱託職員）募集！！（非常勤嘱託職員）募集！！（非常勤嘱託職員）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（調理補助）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・調理補助、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９時～午後４時（勤務可能時間・曜日等はご相談下さい。） 

       
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！ 
 

  
                                ☆☆☆☆    ５ 月･６月 の 「 心 配 ご と 相 談 」   

相 談 日:・５月７日(火)弁護士相談(事前予約必要)  ・６月５日(水)    
５月７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。） 
 
また、今年度より心配ごと相談は月１回の開催となります。 
  
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・予約等＝朝日町社会福祉協議会(電話：３７７－２９４１) 
 
   

朝日町地域包括支援センターからのお知らせ！  
「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 【５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。  
運動=運動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。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！』  

   事業・介護等のお問合せ先＝ 
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 

５月 ９日（木） 映 画 
５月１０日（金） つどい 
５月１７日（金） 運 動 
５月２０日（月） 音 楽 
５月２８日（火） ダンス 
５月３０日（木） ヨ ガ  

会場：保健福祉センター 
      １階 多目的ホール 


