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９月の敬老の日に合わせ、

度会町民生委員児童委員協

議会より町内の在宅にお住

いの米寿以上の方（２２４

人）へご長寿のお祝いの記

念品をお届けしました。

例年ならば９月に米寿以

上の方が集い、お祝い会を

開催していますが、新型コ

ロナウイルス感染症予防の

為昨年に続き、今年度も開

催を中止いたしました。大

変残念な思いですが、皆様

の健康と安全を最優先に考

え決定したこととして、ご

https://hanett.akaihane.or.jp/donate/entry/100/24/24470/

記念品（糸印煎餅・

お箸とスプーンセット）

※住民の皆様には各区長様を通じ、ご協力をお願いいたします。

☆度会町の共同募金で行われている事業は次のとおりです。

①一般募金

☆食事サービス ☆世代間交流会 ☆地区別交流会

☆福祉協力校（学校）活動支援 など

②歳末たすけあい募金

☆おせち料理の配食（７５歳以上のお一人暮らしへ）

理解いただけますと幸いに

存じます。

集いは中止となりました

が、民生委員の方々が担当

地区の高齢者の皆様へお祝

いの記念品とメッセージを

添えお届けすることで、皆

れんげ草では９月１４日

１５日の２日間敬老お祝い

会を開催しました。普段は

利用者の皆さんにレクリエ

ーションをしていただいて

いますが、今年の敬老お祝

い会は職員が体を動かし、

それを見て笑って楽しんで

いただこうと企画しました。

４種目競技を行い、各種

目どの職員が優勝するかを

みなさんに考えていただき

ました。まずは尻相撲です。

「そりゃ大きい尻が勝つさ」

とみなさん即答されていま

した。職員が吹き飛ばされ

ると「やっぱり大きい尻が

一番や」とその姿をみて大

笑い！！その後「叩いてか

ぶってじゃんけん」「風船

割り」などを行ない、最後

には職員全員で花笠音頭を

踊りました。衣装を着て踊

る職員に「踊りは良いもん

やな～今日はこんな事して

もらうと思っていなかった

し面白かった」と喜んでい

ただきました。

最後にいつまでも元気に

れんげ草に来て欲しいとい

う気持ちを込め一つ一つ手

作りしたお守りをみなさん

にプレゼントしました。

～この事業には赤い羽根共同募金が使われています～

今回は、宮リバー度会パークで、『スタンプラリー』を行い交流します。

公園内に設けた様々なミッションを、グループで協力してクリアしましょ

う！優勝チームには記念品を贈呈します。皆さん是非ご参加ください！

〇参加対象者：度会小学校の児童、保護者、度会町老人クラブ連合会会員

〇小学生・保護者の方は学校へ、老人会の方は各老人会長さんへ申込書を

提出してください。

※雨天中止

様のご健康とご長寿のお祝

いとさせていただきました。

来年は皆さんと一緒にお

祝いが出来ることを願って

います。

法律に関する心配ごと、悩みごとを抱えている方の相談を行いますので、

お気軽にご相談ください。

※事前に度会町社協へ予約が必要です。

日 時

場 所

講 師 三重県こころの医療センター

１０月２０日（木）

度会町中央公民館

午後１時３０分～３時

〆 切 １０月１２日（水） 定員２０名

※下記ＵＲＬ、ＱＲコードからも募金を受付ておりますのでご協力

よろしお願いします。

日 時 １１月１６日（水）午後１時３０分～３時３０分
場 所 度会町地域福祉センター

相談員 弁護士 北岡 雅之氏

くわな

看護師 桒名 氏



  

１日 食事サービス

４日 食事サービス

８日 食事サービス

１１日 食事サービス

１２日 障がい者スポーツ体験交流会

１５日 食事サービス

１６日 無料法律相談

１７日 民生児童委員定例会

１８日 食事サービス

１９日 世代間交流会

２１日 地区別交流会

（中川地区）

２２日 食事サービス

２５日 食事サービス

地区別交流会

（小川郷・一之瀬地区）

２７日 ボランティア連絡会親睦交流会

２８日 地区別交流会

（内城田地区①）

２９日 地区別交流会

（内城田地区②）

食事サービス

夏休みの期間にチャボラ

を行いました。

チャボラとは、チャレン

ジ！チャイルド！ボランテ

ィア！の略で、小学生を対

象に「ボランティアとはど

んなこと？」「自分にも何

かできることはある？」な

ど、体験しながら考えるボ

ランティア教室です。今年

は車いすに乗っての買い物

体験、読み聞かせボランテ

ィアのお話を聞いたりしま

した。

９月１５日（木）に度会

小学校６年生を対象に福祉

体験教室を行いました。今

年度は、『ふくし』につい

ての学習をしました。ふく

しとは、『ふだんのくらし

のしあわせ』という意味が

あり、毎日のくらしの中に

あるもの」ということを伝

え、みじかな「ふくし」に

ついてみなさんで考えてい

ただきました。

次に『車いすを使っての

生活について』を度会町役

場税務住民課の奥野真史さ

んにお話ししていただきま

した。「車いすを使って生

活することは、大変なこと

r

があります。例えば、雨の

日に外出し、思いやり駐車

場が空いてなく、車を停め

ることができない時や、コ

ンビニに買い物に行って、

上の方の棚の商品をとるこ

とができない時などです。

まちでこのように困った人

がいたら、気づいて声をか

けられるようになってほし

いです」とお話していだき

ました。その後、車いす体

験を行い車いすの介助の方

法を学び、実際に段差やス

ロープを乗り越える体験を

しました。「車いすに乗る

ことがこんなに大変だとは

思っていなかった」「乗っ

ている人を不安にさせない

ために、声かけをしないと

いけないことが分かった」

との感想をいただきました。

次に手引き歩行体験を行

い、「みえない」とはどう

いうことかを、ビニール袋

やアルミホイルを使い体験

しました。視覚障がいとは

様々な「みえかた」があり、

白くにごったようにみえる

みえ方や、視界が狭まった

ようにみえるみえ方なども

あることを知ってもらい体

験していただきました。「

みえない状態で歩くことは

とても難しいことを知った」

「みえない人をサポートす

ることの大切さがわかった」

「こういう体験ができてよ

かった」など感想をいただ

きました。

今回はみやがわ書店の橋

村孝子さんに来ていただき

絵本や紙芝居を聞いたり、

読み聞かせボランティアの

活動について教えてもらい

ました。最近はインターネ

ットやスマートフォンが普

及し、子どもたちの興味が

そちらに移っています。こ

うした社会の中でも絵本や

紙芝居にふれあう機会をつ

くっていくため、各地でお

話会や読み聞かせをしてい

るそうです。

手引き歩行体験をする児童

お子さんからお年寄り、車いすをご利用の方まで、気軽に楽しめるレクリエーションと、

障がい者スポーツを通じて交流をするイベントです！是非ご参加ください！

☆日時 令和４年１１月１２日(土)１３：３０～１５：００

☆場所 度会町民体育館

☆参加対象者 町内在住の方 または町内に通勤・通学している方

☆内容 ボッチャ、フライングディスク等の障がい者スポーツを

体験してみよう！楽しいレクリエーションも行います！

☆定員 ３０名

☆申込〆切 令和４年１０月２８日(金)

【申込・問い合わせ先】

度会町社会福祉協議会

TEL：０５９６－６２－１１１７（担当中津）

お気軽にお問い合わせください！

絵本、紙芝居の読み聞かせ

の様子

車いすで買い物を

『ともだち』をテーマに

した絵本のお話で、これか

ら学校生活の中でともだち

とどんなふうにして仲良く

過ごせるのかなど登場人物

にあてはめながら考えても

らいました。また、『へい

わとせんそう』の絵本を読

み聞かせてもらい、戦争の

悲惨さ、辛さ、悲しさや平

和な日常のありがたさにつ

いて学び、戦争体験者とし

ての当時の思いなども教え

ていただきました。

最後に修了式をし、頑張

って参加した児童に『チャ

ボラ修了証』が贈られまし

た。

参加した児童は、「ボラ

ンティアという言葉は聞い

たことがあったけど、どう

いうことなのか知らなかっ

たし色々なボランティアが

あることが分かった」「紙

芝居の舞台をはじめて近く

で見て嬉しかった！読み聞

かせのコツがわかった」「

平和な国で暮らせるのは幸

せなことだと思った」「読

み聞かせをして、いろいろ

なことを伝えたい」と感想

をいただきました。


