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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　9：00～19：00　※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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設立30周年を迎えて
　平成元年4月に設立し今年で30周年を迎えます。
　図書館の読み聞かせをはじめ、応援ルーム、子育て支援センター、幼稚園、
保育園、小学校朝の読書・平和学習、ひばりおはなし会（年1回保健福祉セ
ンターホール）、5年毎の節目には、ひばりホールで記念事業特別版を開催
しています。
　年間1,000冊以上の絵本を読む活動をしており、依頼があれば他市町へ
も出向きます。また設立当初から広報とういん、とういん議会だより、福祉
協だより等、視覚障がい者用の録音テープを制作しています。
　設立30周年記念事業として、「ひばりおはなし会 & 現代尺八 岩田卓
也ライブ、わらび座 わくわく和ライブ」を3月17日（土）13：00からひ
ばりホールで行います。

ボランティア
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がありましたら
当センターにご連絡ください。

点字体験

東員点訳友の会 紫陽花倶楽部

日時　3月30日（金）10：00～15：00
　　　（一人30分程度）
場所　とういん市民活動支援
　　　センター
点字の名前カードを作ります。

紫陽花の植え付け体験
日時　4月29日（日）9：00～10：00
場所　中部公園（管理棟裏）
挿木して育てた苗を植え
ます。
＊軍手持参、動きやすい
服装で。

障がいのある方とお菓子作り体験

社会福祉法人いずみ

日時　2月17日（土）13：00～14：30
　　　3月　3日（土）13：00～14：30
場所　TOINあーち
　　　（陸上競技場駐車場の西側）
お菓子作りのお手伝い。
作った後はみんなで楽しくいただ
きます。

堆肥作り体験

NPO法人生ごみリサイクル思考の会

日時　2月21日（水）9：00～11：00
　　　2月28日（水）9：00～11：00
場所　東員町資源ごみストックヤード
家庭の生ごみから堆肥を作る様子を見学、一部簡
単な作業をしていただきます。
＊軍手持参、動き
やすい服装で。

朗読ひばりの会

問

～広めよう　あたたかい心～
あなたも朗読ボランティア活動に参加しませんか？

朗読ひばりの会　☎0594-76-6750（三浦）

幅広い年代の方と音楽を紡いで
　東員町を拠点として、幅広い年代の方々が様々な楽器を通じて音楽を楽し
めるファミリーオーケストラを目指して活動しています。
　昨年11月の第5回コスモスサロンコンサート（定期演奏会）や東員町音楽
祭、とういんわくわくフェスタ、日本赤十字社三重県支部点訳奉仕団総会等
での演奏、イオンモール桑名噴水の広場での小さな音楽会、各種施設への慰
問演奏など、様々な場所で演奏させて頂いています。
　演奏のご依頼があればご一報下さい。

東員アンサンブルオーケストラ

問

　サポーターとしてご支援いただければ幸いです。
　また団員も大募集中です！初心者でも大歓迎ですので、
気軽に見学に来てください。
Facebook
　https://ja-jp.facebook.com/

toinensembleorchestra/

東員アンサンブルオーケストラ　☎0594-76-8137（伊藤）

会員
募集中！
会員
募集中！
会員
募集中！

柿安感謝祭柿安感謝祭柿安感謝祭

第5回コスモスコンサート第5回コスモスコンサート第5回コスモスコンサート

問申・ とういん市民活動支援センター　☎0594-86-2866
月曜日、水曜日～土曜日 9：00～17：00

ボランティアにとって団体で活動する意味
●社会参加したい！自己実現をしたい！
●「気づき」「学び」「成長」のできる場である。

あなたも“自分の出来るボランティア”
さがしてみませんか？

つなげよう　深まる絆　広がる思い

参加
無料

当日参加
OK

事前申込
必要

事前申込必要
（雨天中止！）

申込は
１週間前まで



ごみ減量は台所からごみ減量は台所からごみ減量は台所からごみ減量は台所から

エコクッキングエコクッキングエコクッキング

　ごみ減量「エコクッキング講座」の参加者募集
を行っています。内容は両日とも同じで、いずれ
か都合の良い日でご参加いただけます。その後皆
さんで楽しい試食・交流の場を設けます。
日　時　3月　4日（日）10：00～
　　　　3月12日（月）10：00～
場　所　保健福祉センター 2階 調理実習室
指導員　東員町食生活改善推進協議会の皆さん
定　員　20名（先着順）
申込み　希望日、住所、氏名、電話番号を記入の

上、下記宛FAX又はメールで。
主　催　NPO法人生ごみリサイクル思考の会
　　　　東員町役場環境防災課

子育て支援センター春のミニコンサート子育て支援センター春のミニコンサート

無料 会員以外
もＯＫ

子育て支援センター春のミニコンサ ト子育て支援センター春のミニコンサート

ミュージックベル出張演奏会ミュージックベル出張演奏会ミュージックベル出張演奏会
日時　4月17日（火）10：30～11：30
場所　東員町子育て支援センター
対象　未就園児と保護者

問員弁地区更生保護女性会すずらんの会
☎0594-76-7534（丹羽）

100円からの寄付投票100円からの寄付投票00円からの100円からの寄付投票票

第10回 市民活動応援☆きらきら基金第10回 市民活動応援☆きらきら基金第10回 市民活動応援☆きらきら基金
　地域の団体のプレゼンを聞き、応援したいところに
100円券を買って寄付投票できます。あなたの思い
を地域の課題解決を目的としている団体に託してみま
せんか。
日時　2月24日（土）12：30～17：15
場所　員弁コミュニティプラザ 集会室
　　　（いなべ市員弁町楚原940）
内容　「団体助成」「企業の社会貢献」「パートナー助成」

「高校生のボランティア活動」の紹介
主催　きらきら基金運営委員会

問みえきた市民活動センター　☎0594-27-2700

幸せ発見プロジェクト 第2報！！幸せ発見プロジェクト 第2報！！幸せ発見プロジェクト 第2報！！
　まちの未来のために「結婚支援」を軸とした活
動を、昨年９月から始めています。
　４月に開催されるＴＯＩＮマルシェ２０１８に参
加を予定しており、皆さんの楽しいアイデアをお
待ちしています。

問幸せ発見プロジェクト
☎0594-86-2806（東員町町民課）

無料無 会
もも

よくわかる障がい者の財産管理よくわかる障がい者の財産管理

　障がいをもつ子にうまく財産を残す方法を、みんな
で考える学習会の2回目です。今回は信託・保険につ
いてです。
日時　2月15日（木）10：00～
場所　ふれあいセンター 2階 研修室

問申・ 東員町障がい児者親の会（稲垣）
☎090-6595-2844
E-mail：sakuramotif@gmail.com

無料無料無

子育て中のお母さんの為の防災講座子育て中のお母さんの為の防災講座子育て中のお母さんの為の防災講座
　突然の災害、その時あなたは我が子を守れますか？
赤ちゃんを守る行動、抱っこひもを使って避難、用意
すべき防災グッズ、避難所での生活等、家庭で子ども
と被災した場合どうすべきかを学びます。
日時　3月5日（月）10：00～11：00
場所　ふれあいセンター 2階 ふれあいの間1・2
講師　多次淳一郎
　　　（三重県立看護大学・地域在宅看護学 助教授）
主催　東員子育て支援ネット

問申・ 子育て支援ネット
☎0594-76-7534（丹羽）

双葉会（太極拳）会員を募集します双葉会（太極拳）会員を募集します双葉会（太極拳）会員を募集します
　呼吸に気をつけ、ゆっくりとした動作で体重移動し
主に下半身の筋肉が鍛えられます。年齢性別関係なく
楽しく行えます。
活動日時　第2・4火曜日　第１・３木曜日
　　　　　9：00～11：30
場所　ふれあいセンター（春・秋の2回 野外で）
会費　月500円（半年払い）
　　　（1ヶ月無料体験を実施しています）

問申・ 双葉会　☎0594-76-6236（伊藤）

とういん市民活動応援 募金始めました！とういん市民活動応援 募金始めました！とういん市民活動応援 募金始めました！
★東員町の市民活動の促進に使います！
　登録団体の皆さんの資金になるように、市民活動支援センター運営委員会が、
募金活動を始めました。分配方法は検討中ですが、わくわくフェスタで授与式
を行う予定です。皆様のご協力お願い致します！
＊募金箱は、とういん市民活動支援センターに設置しています。

問とういん市民活動支援センター　☎0594-86-2866

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　参加者大募集！！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」です。ふるさ
といなべ市の語り部さんの案内で、地域をゆっくり歩いて、まち
の散策を楽しんでみませんか？どなたでも参加できます。
日　　時　3月17日（土）8：50～11：45
　　　　　（ゴール後、お菓子付で交流会や抽選会あり！）
集合場所　いなべ市役所 員弁庁舎 駐車場（受付 8：30～8：50）
コ ー ス　●Ａ（2.5km） 員弁庁舎…ねじり橋…めがね橋…八幡社…員弁庁舎
　　　　　●Ｂ（2.5km） 員弁庁舎…楚原＆天白神社…真養寺…石仏忠魂碑…員弁庁舎
　　　　　●Ｃ（3.0km） 員弁庁舎…四海波記念碑…地蔵堂…大槙の木…八幡社…員弁庁舎
　　　　　●Ｄ（3.5km） 員弁庁舎…覚通寺…万笑院…麻生田駅～楚原駅…員弁庁舎「健脚向き」
　　　　　●Ｅ（2.5km） 員弁庁舎…楚原駅～大泉駅…旧長宮駅跡…大泉新田神明社…員弁庁舎
事前申込要　各コース先着20名まで（募集は2月28日まで） ①～④いずれかで。
　　　　　　①TEL：0594-87-1221　②FAX：0594-87-1920　③メール：hiroko_o_mori@denso.co.jp
　　　　　　④郵送：〒511-0296 いなべ市大安町門前1530　下記宛名
　　　　　　〈必要事項〉お名前、ご住所、電話番号、希望コース

㈱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〉　☎0594-87-1221（森）

年間目標額

5万円

イベント情報・会員募集

日時　5月27日（日）12：30～15：15
場所　川越あいあいホール
チャリティチケット　500円
＊フラダンスとウクレレの発表です。
　ゲストに「まるまる座（四日市）」の和太鼓の演
奏があります。
＊収益の中から、障がい者団体、福祉施設などに
寄付をします。是非ご協力下さい！

問YYフラ&ウクレレグループ
☎090-8471-9283（井上）

問申・ 生ごみリサイクル思考の会（川島）
FAX：0594-76-7586
E-mail：khirosi1@re.commufa.jp

ＹＹフラ＆ウクレレグループＹＹフラ＆ウクレレグループ

時 5月27日（日）12：30 15：15

ＹＹフラ＆ウクレレグループＹＹフラ＆ウクレレグループ
チャリティ発表会 2018チャリティ発表会 2018チャリティ発表会 2018 問申・

無料
先着順

無料
先着順

D・Eの電車代は
デンソー負担

がい者障がい者
vol.2vol.2vol.2


