
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.18

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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助成金講座報告
　10月13日（木）10時から11時半まで、とういん市民
活動支援センターにて助成金講座を行いました。
　講師にいなべ市市民活動センター長の辻久好さんをお
迎えし、助成金を獲得するための心構えや、獲得した後
の効用などを話していただきました。その後、東洋ゴム
（株）上野課長から東洋ゴム環境基金について、くわしん
福祉文化協力基金事務局長小山さんから説明がありまし
た。
　少人数で参加者にき
め細かに対応できるこ
とを目的にした講座で、
講師の方には、皆さん
からの質問に丁寧に答
えていただきました。

とういんわくわくフェスタ
実行委員会

　10月17日（月）に出展団体会議も行われ、当
日スケジュール、出展内容も確定し、現在、最
終確認に向け、役割分担を行っています。実行
委員会も、ここは私が担当するなど具体的な内
容を決め、これから参加募集の声かけを進めて
いきます。
　今年は約50団体が参加、目標入場者数は
700人です。
多くの方の参
加をお待ちし
ています。

至桑名

至四日市

　8月28日（日）、桑 名
市総合福祉会館にて、桑
名市で活動するオカリナ
合奏団「はなみずき」主
催のチャリティーコンサ
ートに出演しました。
　小物、日用品などのバザーとオカリナ講師の演奏、キッ
ズダンス、そして「はなみずき」と「オカリナ憩」の演奏で
す。私たちは宮崎駿アニメから3曲を演奏しました。
　200名ほどのお客さんに聴いていただくことができま
した。
問 090-1755-1862（伊藤）

　9月18日（日）イオンモール東員1階カブキ
コートにて、吹き矢体験を行いました。
　初めての方でも的に当てることができ、子
どもから、高齢者まで幅広い年代の方88人が
体験しました。
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主催：東員町・とういん市民活動支援センター・とういんわくわくフェスタ実行委員会
お問い合わせ：とういん市民活動支援センター　TEL：0594-86-2866　FAX：0594-86-2854

12/4日
9：15̃15：00
入場無料

ところ東員町総合文化センター

日）イオンモール東

楽吹塾楽吹塾楽吹塾
桑 名

オカリナ憩オカリナ憩オカリナ憩



イベント参加・会員・おもちゃの寄贈大募集！
すてきなステージライブ！
9：15～
9：20～
9：35～
9：55～
10：10～

オープニング
民謡と尺八演奏（員弁竹の会・民謡寿会）
健康ストレッチ練功（ストレッチ練功）
合唱（コーラスカナリヤ）
オーケストラ演奏（東員アンサンブルオーケストラ）

9：15～10：30

たのしい出展ブース！
★ バルーンアート

バンビ
★ ストローハウス体験

防災ネットとういん
★ チラシで小物入れ作り

地域お助けネット

★ ガチャポン寄付体験
まちのファンクラブ

★ 北勢線クイズと映像
北勢線の魅力を探る会

★ 陶芸作品展示
東員陶寿会

★ 賛助会員募集
いずみの将来を考える会

★ 赤い羽根共同募金活動
東員障がい児者友の会

★ お喋りしながらカフェタイム
憩いのひろば

★ 点字体験とゲーム
東員点訳友の会

★ 手話体験
手話サークルひばりの会

★ クラフト体験
ガールスカウト三重第12団

★ 絵本展示とネームプレート作り
長深文庫

★ 吹き矢体験ゲーム
楽吹塾

★ ミュージックベル体験
すずらんの会

★ オカリナを吹いてみよう
オカリナ憩

★ 足型測定･骨密度測定
東員健康づくりいきいき隊

★ 布ぞうり作り体験
子NEの会

★ ワイヤーアート体験
アジア車いす交流センター

★ 活動紹介展示
※内容によっては体験費用がかかります。

東員町障がい児者親の会・ボランティアサークルわかば・朗読ひばりの会・東員町ふらわぁ～びれっじ運営協議会
東員ボランティアの会・絵てがみカトレア・はぎフラワーサークル・生ごみリサイクル思考の会
桑員バリアフリーの会・東員町シルバー人材センター・いなべ市市民活動センター・南金井地域サロン宮美会
いなべ市在宅介護者家族の会「だいふくの会」・いなべ山造り塾・桑竹会・いなべの里山を守る会

★ 企業の社会貢献活動紹介
株式会社ＡＤＥＫＡ三重工場・株式会社デンソー大安製作所（デンソーハートフルクラブ大安）・株式会社ヤマタケ
イオンリテール株式会社・トヨタ車体株式会社いなべ工場・桑名信用金庫・東洋ゴム工業株式会社

★ こどもの工作
放課後子ども教室ほくせい

10：30～15：00

外の販売ブース

※プログラムや出展内容は変更になる場合があります。

お問い合わせ

とういん市民活動支援センター
TEL：0594-86-2866
FAX：0594-86-2854

10：30～14：30

おもちゃ図書館 Ｔoy’nおもちゃ図書館 Ｔoy’nＴoＴoyy’n
ト ー イ ント ー イ ント ー イ ン

　障がい児をはじめ子どもたちが楽しくおも
ちゃで遊べるようにと願い活動しています。
　子どもの好奇心をかりたてるようなおもち
ゃ、療育に使える物など寄贈してください。
★おもちゃ図書館開催日時
　日時　毎月第1土曜日 14：00～15：30
　場所　笹尾西2丁目集会所
問 090-4267-3728（林）

逆境に負けない　車イスのプロ歌手

講演＆歌謡ショー
逆境に負けない　車イスのプロ歌手逆境に負けない　車イスのプロ歌手

講演＆歌謡ショー

テーマ　苦難を乗り越えて
　　　　挑戦しつづけるわたし
日　時　12月11日（日）
　　　　13：30開場　14：00開演
場　所　東員町 保健福祉センター 大ホール
入場無料（入場整理券が必要）
入場整理券お申込先
　東員障がい者友の会
　　090-4793-4566（林）
　東員点訳友の会
　　090-9128-5279（中村）

出張防災講座いたします

防災ネットとういん
出張防災講座いたします

防災ネットとういん
出張防災講座いたします

防災ネットとういん
　みえ防災コーディネー
ターの認定者で構成され
たグループで、この地域
が災害に強いまちづくり
を目指し活動しています。
　地域の自治会、老人会、学校、放課後教室、
こども会などでいつでも防災学習、防災講座
行います。
問 090-3858-0744（川島）

　東員障がい児者友の会は、地域内で交流を
深めるために自分たちでどんなことができる
のか、みんなで考え・話し合って活動してい
ます。

メンバー募集　東員花卉くらぶメンバー募集　東員花卉くらぶメンバー募集　東員花卉くらぶ
　『花を育てて28年、地域との交
流に貢献する』活動をしています。
　役場北のガラス温室で育苗をし、
町内に多くある花壇へ花を植え、
管理しています。特に役場ロータ
リー花壇は、毎年工夫を凝らして
デザインしており、いくつかの賞を取っています。
　花好きの方、一緒に活動しませんか。気軽にご連絡ください。
問 76-3153（近藤）

東員アンサンブルオーケストラ

第4回 コスモスサロンコンサート
東員アンサンブルオーケストラ

第4回 コスモスサロンコンサート
東員アンサンブルオーケストラ

第4回 コスモスサロンコンサート
日時　11月13日（日）13：30会場　14：00開演
場所　笹尾コミュニティセンター
　　　1階 ホール
入場無料
一年の集大成です。
皆さんで聴きに来てください。
問 76-8137（伊藤）

出張お茶会いたします　美々会出張お茶会いたします　美々会出張お茶会いたします　美々会
　敷居の高い印象の茶道を、気楽に体験していただけたらと
の思いで、各種イベントや施設などへ出張お茶会を開催して
います。
★紅葉を愛でながらお抹茶をいただきくつろぎの時間を…
　日時　11月20日（日）10：00～15：00
　場所　聖宝寺（藤原町）
　費用　400円
問 0594-76-9296（丸山）
※イベントのお手伝いをしてくださる方も募集しています。

第2回 傾聴講座第2回 傾聴講座第2回 傾聴講座
　初心者向け、一緒に学びましょう。
日時　11月15日（火）13：30～15：30
場所　ふれあいセンター
講師　木下裕美子さん（産業カウンセラー）
主催　東員ボランティアの会
問 76-4932（中村）

★ 味ご飯（ボランティアサークルわかば）　★ 豚汁（わくわくボランティア）　★ 甘酒・堆肥（生ゴミリサイクル思考の会）
★ 餅つき・焼きいも・野菜（シグマファームとういん）　★ 豚まん・フランクフルト（憩いのひろば）
★ 花苗・観葉植物（東員花卉くらぶ）　★ 紫陽花里親募集（紫陽花倶楽部）

）

▼昨年の様子

講

テ マ 苦難を乗り
（本名：小野恭子）（本名：小野恭子）（本名：小野恭子）

初めての
参加も
可能です


