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子ども遊び館
●お話会･･･１１：００～
●子どもあそび館･･･１０:００～１１:３０

※２６日（土）の子どもあそび館は、事前に申し込みをし、参加決定した子供さんに限ります
一般の方の利用は出来ませんので、よろしくご理解ください。
※１２月２８日～１月４日まで休館となります。よろしくお願い致します。
●お知らせとお願い
忘れ物の籠の中に、たくさんの忘れ物が入っています。誠に勝手ながら１２月２０日（日）をもちま
して処分させて頂きます。又、傘の忘れ物も数本、お預かりしています。同様に、お引き取り頂きます
様、お願い申し上げます。

月並みですが･･･今年もあと 1 ヶ月となりました。しかし！！この 1 年は「月並み」とは行かず、今
までとは違う毎日でした。令和 3 年は「毎日を安心して過ごせるように」と願うばかりです。
さて、みなさん！今月も健康第一！お元気で！
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火
１

あそび場
『砂あそび』
Ｐｍ日中一時支援･相談
７
８
あそび場
相談
『ボールあそび』
日中一時支援 Ｐｍ日中一時支援･相談
１４
１５
あそび場
相談
『光あそび』
日中一時支援 Ｐｍ日中一時支援･相談
２１
２２ あそび場
相談
『楽器あそび』
日中一時支援 Ｐｍ日中一時支援･相談

水
２

木
３

あそび場
『ボールあそび』
Ｐｍ日中一時支援相談
９
１０
相談
相談
日中一時支援
日中一時支援
１６ １０：００～
１７
“ほっとする親の会”
相談
Ｐｍ日中一時支援
日中一時支援
２３
２４ あそび場
相談
『楽器あそび』
日中一時支援
Ｐｍ日中一時支援･相談
相談
日中一時支援

金
４
１０：００～
“ほっとする親の会”
Ｐｍ日中一時支援
１１ あそび場
『光あそび』
Ｐｍ日中一時支援･相談
１８ あそび場
『小麦粉ねん土』
Ｐｍ日中一時支援･相談
２５ 14:00～15:30
☆クリスマス会☆
16:00～日中一時支援

●ほっとくらぶクリスマス会
日時：１２月２５日（金）14:00～15:30
「この事業は、共同募金の配分金を受け開催しております。」

●年末年始のお知らせ
Ｒ2 年 12 月 28 日（月）～Ｒ3 年 1 月 4 日（月）は休館とさせて頂きます。
ご用の方はメール又は留守番電話に入れてください。お返事は 5 日（火）にさせていただく予定です。ご迷惑
お掛けしますが、ご理解、ご協力をお願い致します。
☆1 月の“ほっとする親の会”に参加いただける方は 1 月 6 日（水）までに下記へ必ずご連絡ください。
（1 月は 20 日（水）1 回です）人数が多数の場合は制限をさせて頂きます。ご了承ください。

●お問い合わせ
住 所：朝日町柿６１８
ＴＥＬ：０５９－３７７－３５２２

担 当：大橋 真紀（おおはし まき）
メール：hottoclub@ccnetmie.ne.jp

目的：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。
＜さわやか学校での感染症対策＞
・三つの密が発生しない席の配置
・窓を開けこまめに部屋の換気
・マスクの着用
・消毒の実施

＜参加者にご協力いただきたいこと＞
・体調に少しでも違和感があれば参加を控える。
・配置してある席を動かさない。
・会話をするときは、可能な限り真正面は避ける。
・手洗い・うがい、消毒、マスク着用をお願いします。

１２月 ３日（木）運 動
１２月 ７日（月）映 画
１２月１０日（木）運 動
１２月１８日（金）ヨ ガ
１２月２１日（月）音 楽
１２月２４日（木）ダンス
１２月２５日（金）つどい
会
時

場：保健福祉センター
１階 多目的ホール
間：１３:４５～１５:００

１１月３０日（月）より３週間ＣＣＮｅｔにて「おうちで「フレイル」予防！」が放送されます。
自宅で行うことができる運動を隔週違う内容で放送されますので、ぜひ、皆様もテレビを見ながら
実際に行ってみてください！

・放送日
①１１月３０日～１２月 ６日『ひざ痛予防・改善』
②１２月 ７日～１２月１３日『腰痛予防』

・放送時間（２５分番組ニュース）
７:００／８:００／１２:００／
１４:００／１７:００／１９:３０／

③１２月１４日～１２月２０日『姿勢を良くする運動』 ２２:００ ほか

朝日町社会福祉協議会では年内は２８日まで、受付を行っています。
また、三重銀行・ｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰオークワみえ朝日インター店様のご協力を頂き募金箱の設置をしていますので、
ご協力をお願い致します。

例年１２月より行われております「歳末たすけあい運動」には、町民の皆様方のご協力をいただき、
誠にありがとうございます。
今年度も、例年同様行われますので、引き続き皆様のご協力をお願い致します。
この募金は、三重県共同募金会に集められ、各市町等に配分され朝日町では、下記の各種事業等
にあてられます。
朝日町社会福祉協議会では・・・
◎児童館・ほっとくらぶクリスマス会
◎友愛訪問活動 ◎学童保育への年末訪問
◎福祉感謝祭に使わせて頂きます。

今年度、開催を予定しておりました年末さわやかフェスティバルにつきましては、新型コ
ロナウイルス感染症の感染拡大防止と、参加される皆様や関係者の健康と安全を最優先に考
え、イベントを中止することを決定しました。
年末さわやかフェスティバルの開催を楽しみにされていた皆様には誠に申し訳ございませ
んが、何卒ご理解のほどよろしく申し上げます。

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てみませんか！
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
せることを目的に登録を行い、臨時的な仕事を行ないます！
現在、朝日町福祉人材センターでは・・・
庭や空き地等の除草作業、庭木の剪定作業等を行なっています。
朝日町“ちょっと助け隊”の登録・活動も行います。
いろんな資格を持った方々の登録をお待ちしております。
社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会
朝日町小向 891-5 朝日町保健福祉センター内
TEL：059-377-2941 FAX：059-377-2944

日

時：令和２年１２月１６日（水）
①ｱﾙﾐ缶･･約 50 個②ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ･･約 10kg 以上
９：００～１３：００
③新聞紙･･約 1 ヵ月分
場 所：朝日町保健福祉センター駐車場、及び各出張所
今月の出張リサイクル運動：「朝日ヶ丘公民館」
上記の数量で抽選券を 1 枚お渡ししま
１０：００～１０：３０
す。
（毎年 3 月の福祉感謝祭にて抽選会を
ご協力お願い致します。
行います）

皆様の心配ごとや困り事について無料で相談に応じています。秘密厳守ですので、遠慮なくご利用
ください。
日 時：令和２年１２月７日（月）
令和３年 １月５日（火）弁護士相談（要予約）
場 所：朝日町保健福祉センター「さわやか村」２階 研修室
時 間：１３：３０～１５：３０
弁護士相談は要予約となっております。
（時間に限りがございます。相談内容はまとめておいて下さい。
）

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。
社会福祉法人 朝日町社会福祉協議会
朝日町保健福祉センター「さわやか村」
〒510-8102 三重県朝日町小向 891-5
TEL：059-377-2941 FAX：059-377-2944
e-mail：asahisyakyo@ccnetmie.ne.jp

