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一人ひとりが豊かに暮らせる地域社会の実現をめざして
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とういん市民活動支援センター
〒511-0251員弁郡東員町大字山田1700　東員町総合文化センター 2階
TEL：0594-86-2866　FAX：0594-86-2854　E-mail：shimin@town.toin.lg.jp
開館日　月曜日、水曜日～土曜日　9：00～18：00　※火曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。

記事募集！
この紙面は、広く一般の皆様からも市民活動
に関する情報を募集・掲載しております。
お気軽にボランティアの募集やイベント情報
等、どんどんお寄せください。
※営利目的でないものに限ります。

ホームページでも情報発信中！
http://www.town.toin.lg.jp
とういん市民活動支援センター 検索
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子育て親子のえがおのために
　平成10年から、東員町で安心して子育てができる環境を作
るため「バンビ」を設立しました。一人でも多くの方と繋がり
支えあいながら楽しく暮らすことができるまちづくりを目指し
ています。
　主に講演会、各種イベントで託児を行い、安心して子どもを
預けてもらえるように努めています。平成27年からは、ボラ
ンティアの人員確保が難しくなり、有償で行っています。
　子育て支援のボランティアでは、他の子育て支援団体と連携
して活動しています。みんなのニコニコ笑顔が私たちの活力で

す。20年間の実績とニーズに合わせた対応ができる事が「バンビ」の強みです。
　「子どもが大好き！」「子育て中のお母さんの手助けがした
い！」と思い、頑張っています。

　いつもセンターへ、かわいいバルーンアートを届けてくださる、石崎さん。そのバル
ーンのおかげでこの場所がかわいらしく華やぎ、来る方を楽しませてくれています。そ
んな石崎さん自身もいつも笑顔で、私たちを和ませてくれます。

　有償にしたことで、スタッフが増え、安定して託児依頼を受けることができ、
利用も増えているそうです。団体運営の一つの選択肢として“有償”を検討す
るのもいいかもしれませんね。
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バンビ
石崎 恵美さん

問バンビ　☎0594-76-9318（石崎）
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バンビ

取材をしてみて…

子どもが好きな方、
お待ちしています。

ボランティア春の

ちょっとおためし
体験

地域で活躍している団体に、気軽にボランティア体験していただ
けるメニューです。おひとりでも、またお知り合いやご家族と共
にいかがですか。各体験の申込及びご相談等ありましたら当セン
ターにご連絡ください。

点字体験
東員点訳友の会

点字は視覚障がいの方へ言葉を伝える手段です。
子どもからできる点字名前カードを作ります。
日時　3月30日（土）10：00～12：00
　　　（一人30分程度）
場所　とういん市民活動支援センター
　　　（総合文化センター 2階）
どなたでも参加頂けます。
楽しく点字を学びませんか。

参加
無料

問申とういん市民活動支援センター　☎0594-86-2866
月、水～金 9：00～17：00

申込不要
あじさいの植え付け体験

紫陽花倶楽部

池の周りにあじさいを植栽します。
汚れてもいい服装でご参加ください。
日時　4月21日（日）9：00～10：00
場所　中部公園 管理棟北側 水景苑
先着20名（上記連絡先にお電
話ください）。
軍手、長靴、スコップ等お持ち
の方はご持参ください。

生ごみから作る堆肥
学んでみよう

生ごみリサイクル思考の会

団体情報
ご覧になれます

●東員町ホームページ（団体一覧）
●とういん市民活動支援センターブログ（団体情報・イベント情報）
●みえ市民活動ボランティアセンター Mナビ（団体検索）

コースの
下見で春のウォーキング

北勢線の魅力を探る会

日　　時　3月21日（木・祝）10：00～12：00
集合場所　馬道駅
「4/20 第31回北勢線の魅力を
探る」のコース（約7km）確認、
タイムスケジュール作成など。
解散は在良駅になります。

日時　4月17日（水）10：00～12：00
場所　ストックヤード堆肥舎
どなたでも参加頂けます。見学
だけでも大丈夫。
軍手、汚れていい服装でご参加
下さい。

親子で参加
大歓迎！！

前日までに
申込み

親子で参加
大歓迎！！

　バルーンアートは、細長い風船を膨らませて、
くるくると捻って色々な作品を作る事ができます。
　子ども達は〝何ができるかな″と期待と不思議そうにジッと見つめます。
キュッキュッ！はい出来上がり！と、風船の犬やうさぎ、花を受け取る瞳
は輝いて笑顔になります。それを見ているママの顔も嬉しそう。そして、
作っている私も嬉しくなります。もっともっと、ビックリする顔、笑顔が
見たくて練習を重ねる日々です。バルーンアートは夢が膨らみます。



　日本の伝統文化であるお抹茶を気軽に楽しんでいただけるように色々
なイベントでお茶会を開催しています。
　昨年11月4日（日）いずみ文化祭で、お抹茶とお菓子を用意して、皆
さんに召し上がっていただきました。また、11月17日（土）・18日（日）
には、聖宝寺もみじ祭りで5回目のお茶会を担当しました。日ごろの練
習の成果が披露でき、100名以上のお客様で大盛況でした。20～30代
の若い方や、親子連れも多く満足して帰っていただきました。
　これからもご要望があれば、気軽に声をかけてください。

「傾聴講座」開催「傾聴講座」開催「傾聴講座」開催
傾聴ってなに？
「耳を傾け、心をこめて相手の気持ちを聴くこと」
一緒に勉強してみませんか。初心から中級向けです。
日　時　4月16日（火）14：00～16：00
場　所　ふれあいセンター 研修室
講　師　臨床心理士　牧野勢津子先生
参加費　500円
定　員　20人
問申傾聴うさぎの会

FAX0594-76-3964（廣田）

問美々会　☎/FAX0594-76-9296（丸山）

東員町ユニカールクラブ　会員募集東員町ユニカールクラブ　会員募集東員町ユニカールクラブ　会員募集
～ユニカールを楽しもう～
練習の他にも年に2回、大会を開催しています。
日　時　第1・3月曜日　9：30～11：30
場　所　東員町総合体育館
持ち物　上履き
会　費　年1,000円
問申東員町ユニカールクラブ

☎0594-76-2023（種村）

デンソーハートフルデー大安 参加者大募集！デンソーハートフルデー大安 参加者大 ！デンソーハートフルデー大安 参加者大募集！
三岐鉄道北勢線沿線の「まちの散策＆美化活動」を行います。ふるさといなべ市の語り部さんから歴史にまつわ
るお話を聞きながら、あなたの住む地域や働く地域をゆっくりと歩いてまちの散策を楽しんでみませんか？
日　　時　3月16日（土）8：30～12：00　※雨天決行（荒天中止）
集合場所　いなべ市役所 員弁庁舎 員弁老人福祉センター前

問株式会社デンソー大安製作所 総務人事厚生課（大安ボランティア支援窓口：森）
〒511-0296 いなべ市大安町門前1530
E-mail hiroko_o_mori@denso.co.jp　☎0594-87-1221　FAX0594-87-1920

Ａコース（2.5㎞）

Ｂコース（2.5㎞）

Ｃコース（3.0㎞）

Ｄコース（3.5㎞）

Ｅコース（2.5㎞）

Ｆコース（1.2㎞）

ねじり橋…めがね橋…八幡社

楚原神社…天白神社…真養寺…石仏忠魂碑

（大相撲力士）四海波記念碑…地蔵堂…大槙の木…八幡社

覚通寺…万笑院…麻生田駅～楚原駅

楚原駅～大泉駅…旧長宮駅跡…大泉新田神明社

楚原駅～阿下喜駅…目の地蔵さん…西念寺…市神神社…桐林館…旧稲垣邸…阿下喜駅～楚原駅

双葉会 太極拳　会員募集双葉会 太極拳　会員募集双葉会 太極拳　会員募集
健康は誰もが望むもの、やわらかい呼吸とまあるい
動きで、心身の健康を保ちながら仲間と楽しく活動
しています。
日　時　第1・3木曜日　2・4火曜日
　　　　9：00～11：30
場　所　ふれあいセンター
会　費　月500円（月謝は6ヶ月分前納・最初の
　　　　1ヶ月無料体験）

ご意見募集します
　町では、町民と行政との協働によるまちづくりを推
進するため、さまざまな分野で専門的な知識や技能を
持つシニアの皆さんを中心とした「人材バンク」を考
えています。
　今後、こういったものなら協力していきたい等のご
意見がありましたなら下記までお寄せください。

平成30年度ボランティア功労者厚生労働大臣賞を受賞しました
トピックス

「わくわくボランティア」
　福祉分野等のボランティア活動を永年行い、その功績が特に顕著
であると認められる方に対して、厚生労働大臣が行うものです。
　平成4年の設立以来、東員町の福祉ボランティアの先駆けとして、
26年の長きにわたり、一人暮らし高齢者等の健康保持と孤独感の
解消や安否確認のため、毎週金曜日に配食サービス活動を行ってい
ます。調理は季節に応じた食材を使い、利用者においしく食べてい
ただくため、趣向を凝らしたメニューを考えており、また配達にあ
たっては、利用者とのふれあいを大切にし、健康状態などの異変が
あれば、状況に応じて関係機関につないでいます。

伝統文化であるお抹茶を気軽に楽しんでいただけるように色々

イベントでのお茶会いたしますイベントでのお茶会いたしますイベントでのお茶会いたします

問申双葉会 太極拳
☎0594-76-2280（佐藤）

問東員町町民課 ☎0594-76-2806
とういん市民活動支援センター ☎0594-86-2866

東員自然の会　会員募集東員自然の会　会員募集東員自然の会　会員募集
東員町に生息する希少種で
ある動植物の保全活動を行
っています。
日　時　随時
場　所　山田溜公園、中部

公園、大木溜等
会　費　年500円
※ネイチャークラブの活動
支援を行います。

問申東員自然の会
☎090-9197-2126（大谷）
FAX0594-76-5088
E-mail katuzi002@qc.commufa.jp

赤トンボのマーキングの様子

東員ストレッチ練功　会員募集東員ストレッチ練功　会員募集東員ストレッチ練功　会員募集
筋力アップと腰痛予防に役立つストレッチ体操です。
日　時　第2・4火曜日　10：00～11：30
場　所　ふれあいセンター 1階 会議室
会　費　月1,200円
問申東員ストレッチ練功

☎0594-32-4045（新井）

東員太極拳　会員募集東員太極拳　会員募集東員太極拳　会員募集
年齢性別に関係なく、体幹を鍛えていつまでも歩ける
元気な体を一緒に作りましょう。
日　時　第1・3火曜日　10：00～11：30
場　所　ふれあいセンター 2階 ふれあいの間
講　師　新井泰子
会　費　月1,000円（2ヶ月払い）
問申東員太極拳

☎0594-32-4045（新井）

お知らせ・会員募集

事前申込み　2月22日（金）必着　①電話　②FAX　③Ｅ-mail　④郵送　にてお申込みください。
　　　　　　〈必要事項〉※お名前・ご住所・電話番号・希望コース
＊3月初旬に詳細を記載した参加案内を送付致します。
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垣邸 阿下喜駅 楚原駅

電車代はデンソー負担

各コース20名
定員になり次第受付終了

参加費無料


