
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　9：00～19：00　※火曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。

記事募集！

とういん市民活動支援センター広報

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

No.17

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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（東員町総合文化センター2階）センターでは随時団体登録を受け付けています

平成28年9月2日 発行

発行

自分の健康は自分で楽しく作ろう！
　「自分の健康は自分で楽しく作ろう！」を合言葉に、年2回春と秋のウォー
キングや健康講座を開き勉強会などさまざまなイベントに積極的に取り組んで
います。
　前年度は、『猪名部神社のアオバズクを見るウォーキング』『初心者のための
太極拳』『介護についての勉強会』『成年後見制度の勉強会』など、ウォーキング
会や勉強会、講座を開催しました。
　昨年好評だった、ナーシングホームもも福本さんの「介護者のための講座」を、
今年も10月下旬に開催する予定です。
　高齢化社会の中で、いかに一日でも健康で過ごせるか、皆さんも一緒に活動
してみませんか。随時、会員募集中です。
　 東員健康づくりいきいき隊　倉田　TEL・FAX：76-7962

登録団体代表者会議報告
　7月24日（日）登録団体代表者会議を開催し、32団体39人
の参加がありました。
　運営委員会会長伊藤と町民課
長松田の挨拶、センターの年間
計画などの説明の後、
　① センターに望むこと
　② 聞いてみたい講座
　③ わくわくフェスタ出展
というテーマでグループワークを行い、最後はわくわくフェス
タ出展要項の説明で締めくくりました。グループワークで、い
ろいろな団体と知り合うことができ、活動を知ることができて

よかったと多くの方から感想
を頂きました。中には、イベ
ントでコラボが可能なグルー
プが見つかったというコメン
トもあり、参加者の皆さんが
他の団体との交流を望んでい
ることがわかりました。

とういんわくわくフェスタ実行委員会

2016とういん
わくわくフェスタ開催
2016とういん

わくわくフェスタ開催
2016とういん

わくわくフェスタ開催
目的　フェスタに訪れるすべての人に団

体の活動を広くPRすることで、
市民活動の参加を呼びかけ、団体
同士の交流も深める

日時　12月4日（日）9：30～15：00
場所　東員町総合文化センター
　今年は、とういん市民活動支援センタ
ーのある東員町総合文化センターで開催
です。6月から毎月第1月曜日に実行委
員会を開き、集客を図るためにはどうし
たらいいか、市民活動団体の活動費を得
るためにチャリティでの販売はできない
か、多くの団体に参加してもらうにはど
うしたらいいかなど、いろいろ活発に意
見を交わしながら、企画を練っていま
す。当日をどうぞお楽しみに。

日時　10月7日（金）10：00～　　場所　中部公園
どなたでもご参加ください。健康に関するクイズが出ます。
　　 健康づくり課　TEL：86-2803

自ら考え、行動できる女性へ

東員健康づくりいきいき隊

ガールスカウト三重県第12団

　幼稚園年長から高校生の女の子たちが各年代でロープワーク、クラフト作りキャ
ンプ、野外活動などいろいろな活動に取り組みチャレンジしています。
　年代は違っても上の子は下の子の面倒を見たりして、みんなが協力し合う姿に子
どもたちの成長を実感します。
　毎年恒例の夏のキャンプでは、今年は八風キャンプ場にて7月31日から8月2
日までの三日間活動しました。県内ガールスカウト、鈴鹿の第10団との合同キャ
ンプで、キャンプファイヤーやクラフトを一緒におこないました。ガールスカウト
は全国で活動しており、いろいろな団との交流ができるのも魅力のひとつです。
　月2回文化センターを中心に活動をしています。いつでも見学体験できますので
連絡お待ちしています。
　 ガールスカウト三重県第12団　馬場　TEL・FAX：76-6566
　 HP：http://girl-scouts-mie.wixsite.com/mie12

　査定金額の10％がシャンティ国際ボランティア会に寄付され、
アジアの子どもたちの教育支援金となります
収集場所　ふれあいセンターの玄関を入って左側

至桑名

至四日市

団体インフォーメーション

とういん演劇祭　劇団員弁川　『沈黙亭のあかり』/山田太一作とういん演劇祭　劇団員弁川　『沈黙亭のあかり』/山田太一作とういん演劇祭　劇団員弁川　『沈黙亭のあかり』/山田太一作
　今回の舞台は、スナック「沈黙亭」でここの店主は聞こえない、し
ゃべれない人。この店に出入りする人や来客たちで繰り広げられる
人間模様を描いた感動の物語です。
日　時　11月5日（土）　①夜の部 18：00
　　　　11月6日（日）　②昼の部 13：30
場　所　東員町総合文化センター ひばりホール
入場料　前売り 1,000円（当日200円増）　中学生以下無料
主　催　一般社団法人 東員町文化協会・とういん演劇祭実行委員会
　 劇団員弁川　川村　TEL・FAX：76-2133 / 090-8150-4339問

問

問

申問

使わなくなった本やCD、DVDはありませんか？
ガラクタの山をタカラの山に！

スタンプラリー開催（健康づくり課共催事業）

▲柿安ファクトリーのイベントでの募金活動

クラフト体験▶

▲キャンプ
　ファイヤー

▲ウォーキング　歌舞伎公園にて記念撮影

▲わくわくフェスタでの健康チェック

し
る

会



団体インフォーメーション

第19回 いずみ文化祭第19回 いずみ文化祭第19回 いずみ文化祭
　コンサート、焼きそば
などの露店、野菜販売、
もちつき等、楽しいイベ
ントがいっぱい！
　障がいのあるなかまた
ちの作品も展示します。
　みなさんのご来場をお待ちしています！
日時　11月6日（日）10：00～13：00
場所　東員町保健福祉センター（役場西側）
　 社会福祉法人いずみ　担当者：佐藤（も）
　 TEL：76-4126　FAX：76-4368
　 E-mail：toinizumi@major.ocn.ne.jp

問

憩いのひろば
『気軽にお立ち寄りください！元気になれますよ♪』

憩いのひろば
『気軽にお立ち寄りください！元気になれますよ♪』

憩いのひろば
『気軽にお立ち寄りください！元気になれますよ♪』
　地域の方の交流サロンで
す。生産者のわかる野菜の
直売やおもちゃ病院もして
います。
　5月に開設1周年を迎え
《祝1周年！カレー作りイ
ベント》には大勢の方に参加していただきました。
活動日　月～土　10：00～16：00
利用料　200円（飲物＋お菓子付き）
場　所　笹尾旧交番跡地
　 吉田　TEL：090-7604-9509問

会員募集　ストレッチ練功
『楽しくふれあって！健康な体を作りましょう』
会員募集　ストレッチ練功

『楽しくふれあって！健康な体を作りましょう』
会員募集　ストレッチ練功

『楽しくふれあって！健康な体を作りましょう』
　中高年の方大歓迎！筋力アップ、
腰痛予防に効果あり。
活動日　毎月第2・4火曜日
　　　　10：00～11：30
場　所　総合文化センター内
　　　　リハーサル室
会　費　月/1,200円（入会条件なし）
　 新井　TEL・FAX：32-4045問

会員募集
東員町障がい児者親の会

会員募集
東員町障がい児者親の会

会員募集
東員町障がい児者親の会

　町内で働き、学び、育つ障がいを持つ子の親同士が生涯にわた
る子供たちの幸せを願って研修会などを開いて活動しています。
活動内容　施設見学、バス旅行/年1回、学習会など
会　　費　年/2,000円
入会条件　東員町内の障がい児者のおみえ
　　　　　になるご家庭の保護者の方
　 内田　TEL：76-5528問

第48回東員町文化祭
囲碁、将棋大会

第48回東員町文化祭
囲碁、将棋大会

第48回東員町文化祭
囲碁、将棋大会

　棋力により囲碁は5ク
ラス、将棋は3クラスに
分け、各人4回戦を行い
ます。誰でも参加歓迎し
ます。
日　時　11月13日（日）9：00受付
会　場　東員町総合文化センター
参加費　大人1,500円（小、中、高学年500円）
　　　　食事付
※閉会時、全員お楽しみ抽選会があります。
　 東員将棋愛好会　細谷
　 TEL：080-1560-4334
問

会員募集　太極拳「双葉会」
“心・息・動”

会員募集　太極拳「双葉会」
“心・息・動”

会員募集　太極拳「双葉会」
“心・息・動”

　体を柔らかく　まろやかに　ゆっくりうごかす　自然に健康に
活動日　第2・4火曜日
　　　　10：00～11：30
場　所　ふれあいセンター 2階
受講料　２ヶ月目から月500円
　 竹岡　TEL：080-5110-7650問

ごみ減量大作戦（啓発）ごみ減量大作戦（啓発）ごみ減量大作戦（啓発）
　簡単、毎日の家庭生ごみを水切りにチョット
気を使うだけで、ごみ減量・地球温暖化防止・
税金の無駄使いを削減する事が出来ます。
　現在、ごみ処理に町民1人当たり約
17,000円の税金を費やしています。
　 NPO法人 生ごみリサイクル思考の会
　 理事長 川島
　 TEL：090-3858-0744
　 役場 環境防災課
　 TEL：86-2807
ご説明に伺います。

問

問

第27回北勢線の魅力を探る
「秋の東員 神仏の恵みを訪ねて」
第27回北勢線の魅力を探る

「秋の東員 神仏の恵みを訪ねて」
第27回北勢線の魅力を探る

「秋の東員 神仏の恵みを訪ねて」
　約11kmを歩きます。穴太駅から神田神社薬師堂、途中橋、福
泉寺、多奈閇（久米）神社、瑞応寺などを巡ります。東員駅15：
00頃着。昼食は各自持参してください。
開催日　10月23日（日）  集合場所9：15穴太駅
参加費　300円（小学生100円）
　 近藤　TEL：080-3073-3313問

会員募集　東員陶寿会
『自由に創作して楽しみます』
会員募集　東員陶寿会

『自由に創作して楽しみます』
会員募集　東員陶寿会

『自由に創作して楽しみます』
　毎月、自分の作品ができますよ。
　無料体験希望の方大歓迎！
活動日　毎月第2・4木、第2金
場　所　総合文化センター東側 陶芸教室
会　費　月/1,500円

問

ボランティア講座
『傾聴って何？』
ボランティア講座
『傾聴って何？』
ボランティア講座
『傾聴って何？』

　傾聴の初歩を学びます。
日時　9月20日（火）13：00～15：00
場所　東員町ふれあいセンター 研修室
講師　傾聴ボランティアグループみみずく
　　　服部能里子氏
主催　東員ボランティアの会
　 中村　TEL：76-4932問

点訳入門講座点訳入門講座点訳入門講座
　点字は目の不自由な人が指で読む文字
です。点字・点訳の基礎を学びます。
日時　9月10日（土）10：00～12：00
場所　ふれあいセンター 研修室
　 東員点訳友の会　中村　TEL：76-4932問

子（ね）の会子（ね）の会子（ね）の会

あなたなら
どうする

生ごみは
水気をよくきる

　いずみ作業所、ふれあいセンターの草取りや『オレ
オレ詐欺』や『認知症』をテーマの紙芝居を、高齢者
施設で上演しています。

　 藤田　TEL：090-5114-9116問

会員募集　楽吹塾
健康吹き矢

会員募集　楽吹塾
健康吹き矢

会員募集　楽吹塾
健康吹き矢

　吹き矢式腹式呼吸法でカラ
ダもココロも快調に！
　肺や内臓の活性化、筋力ア
ップとともに集中力を高めま
す。無料体験実施中。
活動日　火曜日
　　　　（第5週は休み）
　　　　13：00～15：00、15：00～17：00の内3回（6時間）
会　費　月1500円
場　所　東員町商工会館 2階 多目的ホール
　 森田　TEL：090-6593-5927問

団員募集
♪東員アンサンブルオーケストラ♪

団員募集
♪東員アンサンブルオーケストラ♪

団員募集
♪東員アンサンブルオーケストラ♪

　小学生から60代ま
での幅広い年代が楽器
を通じて音楽を楽しん
でいるファミリーオー
ケストラです。
　普段の練習でも笑顔が絶えず楽しく練習しています。年
1回の自主演奏会「コスモス サロン コンサート」をはじめ
東員町商工祭への参加、施設への慰問演奏会などの活動を
しています。興味のある方は一度練習の見学に来てくださ
い。
練習日　第1・3水 19：00～ 笹尾コミュニティーセンター
　　　　第2・4水 19：00～ 東員町総合文化センター
　 伊藤　TEL：76-8137問

布ぞうり・苔玉作り体験
随時募集中！
参加費　材料代…布ぞうり700円
　　　　　　　　苔玉　　500円

履くほどに
快適な布ぞうりを

是非！

　 高柳　TEL：76-2588

9月17日～19日　陶芸作品展開催！
場所　総合文化センター 2階 展示場
主催　いなべ五陶会
※入場無料


