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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
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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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（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
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わくわくした想いをいっぱい詰め込んでお届けします

　平成4年から始めて今年で26年目になります。
　毎週金曜日、町内のひとり暮らしの方や高齢者の方に、配食
サービスをしています。定期的に食事を届けて在宅の生活を支
え、対象となる方たちの状態も把握しています。
　毎回、利用者さんの為に、旬の地元野菜を取り入れ栄養バラ
ンスも考え、お弁当を作っています。月に
一度は「絵てがみ カトレア」が描いた絵て
がみを添えています。地道に地域福祉を支
えお弁当とともに、ぬくもりを届け続けて
います。
　毎年1回、食中毒予防講習会及び食品衛
生講習会を受講し一人ひとりが正しい知識
を身につけ適切な対応を心がけています。

　東員町で市民活動以外にも、たくさんの特技を活かした活動をする90歳の池田さん。
どこのイベントに行っても、いつも活発に活動をされ、誰もが「すごい！」と話してい
ます。そんな池田さんの原動力は、一体どこからわいてくるのか聞いてみました。

　この活動には、自治会長をしているときに「配達の人が足りなく
て困っている。仲間に入ってください」と頼まれたのがきっかけで
入りました。今では代表も努めています。
　長年続けることができたのは、会員のみなさんと楽しみながら社
会奉仕ができること。また、弁当を配食している方々から元気をも
らっているからです。まだまだ長く続けていきたいと思っています。

　池田さんの人柄の良さ、根っからの人好きさが伝わりました。ボラン
ティアに定年が無いことを自ら体現しておられる心強い存在です。

こども陶芸教室（2回連続）
楽しく陶芸を体験できます。夏休みの思い出にも
なります。汚れてもいい服装でご参加ください。
★第1回　形づくり
日時　7月23日（月）9：00～11：00
★第2回　色付け
日時　8月6日（月）9：00～12：00
場所　東員町総合文化センター東 陶芸教室
参加費　500円（当日持参）
募集人数　24人（先着順）
受付開始日　6月11日（月）
受渡し日　8月23日（木）
　　　　　9：00～14：00
主催　東員陶寿会
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わくわくボランティア
池田 文夫さん

問

あなたも一緒に真心のこもったお弁
当を届けませんか

わくわくボランティア　☎0594-76-2852（池田）

会員募集中！会員募集中！会員募集中！

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

点字体験教室
夏休み点字体験を開催しま
す。小２以下は保護者同伴
でお願いします。
★ミニ体験（30分程度）
日時　7月28日（土）
　　　10：00～15：00
場所　東員町総合文化センター
★名前カード・カレンダー・

絵本・トランプ作り
日時　8月7日（火）、21日（火）、28日（火）
　　　10：00～12：00
場所　東員町ふれあいセンター
主催　東員点訳友の会

室

当日参加
OK

室

事前申込
必要

親子布ぞうり体験教室
親子で助け合って作ります。
日時　8月8日（水）9：00～12：00
場所　ふれあいセンター 研修室
参加費　700円（当日持参）
募集人数　10組（小学4年生～6年生）
申込み〆切　8月1日（水）
主催　子の会

事前申込
必要

OKO
大人も参加
できます

手づくり大好き教室
自分で作る楽しさを味わってください。
小２以下は保護者同伴でお願いします。
日時　8月4日（土）
　　　10：00～12：00
場所　とういん市民活動支援センター
参加費　壁飾り ………… 600円
　　　　キーホルダー … 300円
　　　　（当日持参）
募集人数　10人（小学生）
主催　手づくり大好きジュニアクラブとういん

色々な体験を通して学んでもらいたいと子どもの体験を集
めました。夏休みの工作にもご利用いただけます。

わくわくボランティア

取材をしてみて…

室
事前申込
必要必要必

両方でも
ＯＫです
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北勢線に乗って語り部と歩く阿下喜北勢線に乗って語り部と歩く阿下喜

日　　時　6月17日（日）9：25～
集合場所　北勢線阿下喜駅
　　　　　（東員駅8：55発に乗車）
コ ー ス　軽便鉄道博物館 →
　　　　　仏念寺 → 近藤以徳碑 → 
　　　　　見性寺 → 北勢市民会館

とういん市民活動支援センター

変更と変更と変変更更と
についてについてついてについて

～センターをもっと便利に使いやすく～～センターをもっと便利に使いやすく～～センターをもっと便利に使いやすく～

＊4月からセンターの開所時間が
　9：00～18：00に変更になりました。
　開所日　月曜日、水～土曜日（祝日休）
＊時間外予約を受付いたします。
18：00～21：00に会議等で使用できます。
一週間前までにお申し込みください。
但し、東員町総合文化センターの夜間開館日に限
りますのでご相談ください。

広報講座広報講座報講広報講座
目を引き読んでもらえるチラシづくり目を引き読んでもらえるチラシづくり目を引き読んでもらえるチラシづくり

　初めての方、一般、団体、どなたでもご参加いただけ
ます。
★第1回　一言で心に響くキャッチコピーの作り方
日時　6月30日（土）10：00～12：00
★第2回　さぁ！チラシを作りましょう
日時　7月14日（土）10：00～12：00
場所　東員町総合文化センター 2階 第1講習室
定員　15名（先着順）

問北勢線の魅力を探る会 ☎090-3073-3313（近藤）

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

って語り部と歩く阿下勢線に乗って語り部と歩く阿下
～スマイルフェスタinいなべ参加企画～～スマイルフェスタinいなべ参加企画～～スマイルフェスタinいなべ参加企画～

日　時　8月10日（金）～8月12日（日）
　　　　集合　8月10日 笹尾連絡所22：00
　　　　　　　　　　　  東員町役場22：15
　　　　解散　8月12日 東員町5：30予定
対　象　町内在住の母子・父子・寡婦家庭の方
参加費　18歳以上7,400円、中高生6,400円、
　　　　4歳～小学生4,800円、65歳～6,700円
定　員　40名（先着順）
申　込　7月23日（月）9：00受付開始（電話のみ）
主　催　東員町母子寡婦福祉会

☎090-3388-0118（永井）

～東京ディズニーシーへの旅～～東京ディズニーシーへの旅～～東京ディズニーシーへの旅～

当日参加
可能

参加者
募集

当

ユウスゲの花を植えようユウスゲの花を植えよう

日　時　6月9日（土）9：00～
場　所　東員町中部公園（池周り）
持ち物　長ぐつ、ビニール手袋、スコップ
主　催　東員自然の会・
　　　　紫陽花倶楽部
問申・ ☎090-9197-2126（大谷）

とういんわくわくフェスタ2018出展団体募集とういんわくわくフェスタ2018出展団体募集いんわくわくフェスタ2018出展団体いんわくわくフェスタ2018出展団体募
登録団体の活動紹介－体験・展示・販売・舞台－を行います登録団体の活動紹介－体験・展示・販売・舞台－を行います登録団体の活動紹介－体験・展示・販売・舞台－を行います

開 催 日　9月22日（土）
場　　所　東員町総合文化センター
申込〆切　6月22日（金）
町のホームページに募集要項と応募用紙を掲載して
います。
＊出展するためには当センターへの登録が必要です。

市民活動支援センター事業内容

わくわくフェスタ開催（9月）、えがお通信発行（年4回）、とういんCSCつうしん発行（年6回）、
団体紹介冊子作成、HPでの発信、他団体が行うイベントでのPR

問とういん市民活動支援センター ☎0594-86-2866

イベント情報・会員募集 センターからのお知らせ

ユウスゲの をを植えようユウスゲの花を植えよう

6月9日（土）9：00

～東員町自然種を守ろう～～東員町自然種を守ろう～～東員町自然種を守ろう～

無料無無

あじさいの挿木をしませんかあじさいの挿木をしませんかじさいの挿木をしませんじさいの挿木をしません
～あじさいの切花プレゼント～～あじさいの切花プレゼント～～あじさいの切花プレゼント～

どなたでも参加できます。
日時　6月17日（日）
　　　9：00～
場所　東員町中部公園
主催　紫陽花倶楽部

＊6月21日（木）8：00
～10：00の活動日に
も切花のプレゼント
を行います。

問申・ ☎090-1629-2858（奥）

問申・ 東員太極拳 ☎0594-32-4045（新井）

いなべ地区視覚障害者協会との交流バス旅行いなべ地区視覚障害者協会との交流バス旅行いなべ地区視覚障害者協会との交流バス旅行
関心のある方どなたでも参加できます｡
日　　時　6月28日（木）9：00～17：00
集合場所　いなべ市北勢福祉センター 駐車場
行 き 先　ぎふ清流里山公園（旧日本昭和村）
参 加 費　2,000円
問申・

問申・

東員ストレッチ練功 会員を募集します東員ストレッチ練功 会員を募集します東員ストレッチ練功 会員を募集します
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（月2回）

東員ストレッチ練功
☎0594-32-4045（新井）

問申・

東員点訳友の会 ☎/FAX0594-76-4932（中村）

将棋大会将棋大会将棋
～お楽しみ抽選会があります～～お楽しみ抽選会があります～～お楽しみ抽選会があります～

将棋はA・B・Cの3クラスに分け各人4回戦を行い
順位（1～3位）を競います。
年齢も男女も関係なく誰でも参加歓迎します。最近特
に子どもの参加も増えています。
日　時　7月15日（日）受付9：00
場　所　東員町総合文化センター
参加費　大人1,500円、子供700円
　　　　食事付

東員太極拳 会員を募集します東員太極拳 会員を募集します東員太極拳 会員を募集します
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金曜日 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）

問東員将棋愛好会 ☎080-1560-4334（細谷）

無料

1．市民活動情報の収集及び提供

代表者会議、分野別交流会、団体取材

2．市民活動に係る相談

おためしボランティア体験　団体の運営に関するセミナー

3．市民活動に係る人材の育成及び登録に関すること

コピー機・印刷機の使用、プロジェクター・スクリーン・アンプ等の貸出、ミーティングスペース

4．市民活動推進のための施設及び設備の提供

とういん市民活動応援募金

5．その他市民活動の支援

昨年の様子

舞台

駐車場

文化センター内


