
くわな だより社 協
支え
合え
ば、この街はもっとよくなる

http://www.kuwana-shakyo.com
ホームページにより詳しい
情報掲載中‼

桑 名 社 協

社会福祉法人	桑名市社会福祉協議会
〒 511-0062 桑名市常盤町 51番地（桑名市総合福祉会館内）
☎	0594-22-8311（代表）　☎	0594-22-8218（地域福祉課）
FAX		0594-23-5079　		✉ soumu@kuwana-shakyo.com

発　　行

ツイッターも
見てね♪URL

2022年 6月号
97No.

しゃきょうちゃん

オープンから 2 か月！

これまでの

多世代共生施設 らいむの丘
をお伝えします♪
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桑名市障害福祉サービス 
事業所連絡協議会
・アルモニさん	
・くるみさん 
・ワークショップみらいさん
コープみえさん

内覧会に出店して頂きました。

多世代共生施設らいむのらいむの丘～完成から現在の歩み～

3/27（日）多世代共生施設らいむの丘の完成式典を行いました。
新型コロナウイルス感染対策のため、限られた人数での開催になり
ましたが、オープニングセレモニーとしてテープカットなどを行い、
施設の完成を祝いました。

らいむの丘がオープンして最初の日曜日である 4 月 3 日、
福祉関係者などをご招待し、内覧会を行いました。
午前、午後の部ともに、職員が施設内の説明を行いました。

完成式典

内覧会

山中	啓圓　会長 山本	麻里　厚生労働省社会・援護局長 伊藤	徳宇　市長

●ういち歯科クリニック　●おげんきデイサービス	エクセレント桑名　●さんあい薬局株式会社　●あおいそら　●株式会社ふるさと
●小椋めぐみ　●いが児童発達支援センター	れいあろは　●三重県母子生活支援施設協議会（みのり苑内）　●大和リース株式会社	三重支店　
●大和リース株式会社　●キングラン中部株式会社　●桑名私立保育連盟　●株式会社三重給食センター　●株式会社百五銀行	桑名支店
●生活協同組合コープ	桑名センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順不同	敬称略

たくさんのお祝いありがとうございました



営業日は？

火曜日～土曜日の
9:30 ～ 17:00 です。

どんなものを売っているの？

桑名市障害福祉サービス事業所のお菓子や雑貨などの他、おにぎり、
パン、飲料、調味料やレトルト食品なども取り扱っています。
隣接のヴィレッジセンターでご購入いただいたものを召し上がって
いただくこともできますので、お散歩のついでにお寄りください。

（無料Wi-Fi 完備）

誰でも利用できるの？

はい。どなた様にも愛され
るお店作りを目指して、ス
タッフー同頑張っています。

4 月 14 日に生活協同組合コープみえ様と「地域共生社会の実現に関
する連携協定」を締結しました。
生協様の常設店舗は三重県初の試みということです。
どなたでも気軽に「らいむショップ」でご購入いただけます。

調印式

らいむショップらいむショップ
らいむショップは地域の方や、障がいのある方と
協力しあって、社協が運営しているお店です。

らいむショップ　TEL 080-7525-3061

OPEN

し
ま

し
た！
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A
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棚スペース出店者大募集！棚スペース出店者大募集！
詳細は「らいむショップホームページ」まで

左：コープみえ	鈴木	稔彦　理事長　　　　　　　　　　　　　　　右：山中	啓圓　会長



〇 相談支援センターらいむの丘とは？ 〇 ケアプランセンターらいむの丘とは？

障がいのある方が自分らしく生活していけるよ
う、ご本人やご家族などからのご相談をお受け
しています。
・情報の提供	
・障害福祉サービスの利用支援等の援助	
・サービス等の計画作成援助　　　etc.

介護を必要とされる方々のご希望に沿えるよう
に、専門職が力を合わせてご相談に対応します。	

・情報の提供	
・ケアプランの作成	
・居宅訪問　　　　　etc.

相談支援センター らいむの丘
TEL　0594（41）3824
FAX　0594（41）3828
メール keisou@kuwana-shakyo.com

ケアプランセンター らいむの丘
TEL　0594（41）3825
FAX　0594（41）3828
メール plan@kuwana-shakyo.com

175件 , 6,265,000円（目標額500万円）を達成することができました。

おかげさまで、みなさまからいただいたご寄付が

いただいたご寄付は、子どもたちの訓練に使う器具・備品や
遊具などの購入に充てさせていただきます。

お問い合わせは、各事業所にご連絡ください

	● (有)すずらん 代表取締役　中村 千鶴子
	● 株式会社モリベクリエーション
	● 朝日土木株式会社
	● ライフプラン株式会社三重祭典
	● 清風生八極
	● 田中 潤司
	● 水谷 サト子
	● オシタサン
	● 成徳地区民生委員児童委員協議会
	● 桑名市障害者団体連絡協議会
	● 桑名市身体障害者福祉協会
	● 森 繁生
	● 伊藤 英美
	● 片岡建築　片岡 和弘
	● ふくろうの杜
	● 岡田 有矢
	● 栗田 みどり
	● 水谷 真紀
	● 芳野 宗隆
	● 創作カフェ　伊藤たね子 他7名
	● 株式会社マイスタースタジオ
	● 佐藤 淑美
	● 瑞宝産業㈱
	● 水谷 茂
	● 水谷 明子
	● 林 恒男
	● 髙木 安郎
	●（株）一ヱ商店
	● 大和地区自治会連合会
	● 蛭川 知子
	● 医療法人 桑名病院
	● 株式会社ふるさと
	● 王 純志

	● 蛭川 吉勝
	● 藤永 修平
	● 片岡建築　片岡大和
	● 吉良 勇藏
	● 伊藤 明淑
	● 桑名市老人クラブ連合会
	● 杉野 開登
	● 服部 孝志
	● MARIMO
	● 加藤 敏男
	●（株）加藤商店 代表取締役　加藤 浩司
	● 株式会社廣田組 代表取締役　廣田 龍彦
	● 水谷 亮太
	● 山田 洋子
	● 佐藤 敏彦
	● 日沖 義春
	● もり社会福祉士事務所
	● 谷 遼輔
	● 大和リース株式会社三重支店
	● 豊増 眞司
	● まっつん
	● 大山田東地区民生委員児童委員協議会
	● 渡辺歌謡教室
	● 知的障害児・者の生活を充実させる会　あおむしの会
	● 岡田 やすほ
	● 村井 謙太
	● こまち内科クリニック
	● 山内 有沙
	● 株式会社三重給食センター
	● 有限会社日置佛檀店
	● 国際ソロプチミスト三重
	● 稲垣 正美
	● 人見 琢也

	● 山本 悟
	● 平山 将司
	● 加藤 勝良
	● 佐藤 百合
	● 金森 睦
	● すずきそら
	● 岡本 光子
	● 森田 俊作
	● 大山田西地区民生委員児童委員協議会
	● 有限会社ノシロオートサービス 代表取締役　水谷 聖衛
	● たまちゃん
	● 橋爪工業
	● 和装　橋爪
	● 陽和地区民生委員児童委員協議会　有志一同
	● 陽光地区民生委員児童委員協議会
	● 伊藤 彰敏
	● 伊藤 義子
	● 伊藤 勇
	● 伊藤 里夏
	● 桑名市手をつなぐ親の会　会員一同
	● 中村 増子
	● 長谷川 久美
	● 桑名市明正地区民生委員児童委員協議会
	● 水谷 智
	● 河合 綾
	● 後藤 敦
	● 沼島 阿佐子
	● 杉野 敏
	● 伊藤 康雄
	● 成田 達哉
	● 中前 哲夫
	● 匿名78名

順不同、敬称略

多世代共生施設「らいむの丘」 クラウドファンディングへの

ご協力ありがとうございました。



安全・安心・快適・健康な地域型グリーン住宅
「美し国の家」に所属しています！！
住まいのお悩み、
何でもご相談ください。

パーカーを作ろう
洋裁講座

桑名文化専門学校　０５９４－２２－４４０１
平日　10：00～17：00

お問合せ：
受付時間：

7月 2日 ( 土）、3日 ( 日）、9日 ( 土）、10日 ( 日）
時　間　9：00～ 12：00
持ち物　洋裁道具・筆記用具・布
参加費　1,000円    

フード付き

クラシックファンクラブ桑名第1回演奏会
アンサンブルパレット公演（きいろいおうち共催）
日時：6月26日（日）13時30分開演　定員30人
会場：きいろいおうち（桑名市新地104）
一般：1,500円（会員500円引）高校生以下500円
出演：瀬戸和夫（クラリネット）／近藤幹夫（マリンバ）瀬戸佐智子（ピアノ）
プログラム：ハンガリー舞曲第１番、4番 黒い瞳 オブリビオン ほか
お問合せ 0594-21-0724  会員募集中：年/10,000円  お車の方はご連絡下さい。

● ヤマモリ体育館〈☎ 0594（22）6741〉桑名市中央町 3-38【施設利用時間／ 9:00 ～ 21:00】 （休館日）6/7㊋・21㊋　7/5㊋・19㊋
● NTN総合運動公園テニスコート〈☎ 0594（32）2000〉桑名市芳ヶ崎 1859-4【施設利用時間／ 6:00 ～ 21:00】 （休園日）6/7㊋・21㊋　7/5㊋・19㊋

－ 桑名市スポーツ施設【ヤマモリ体育館・NTN 総合運動公園】イベントのご案内 －

【お問合せ】六華苑　☎ 0594-24-4466

6月 7月
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6 月・7 月　ストレッチ健康運動教室 ご案内
開 講 日 開講時間 教室内容
6/  9（木）
　23（木） 13：00

〜
14：30

肩こりを根本から改善
「肩こり解消ストレッチ教室」

7/14（木）
　28（木）

こんな体操と運動から始めよう
「基礎運動習慣・ストレッチ教室」

講　　師 柔道整復師　めいせい整骨院　院長　松田 全弘
場　　所 ヤマモリ体育館　3 階柔道場
受 講 料 200 円【保険料込】

受講方法
※ 教室開講前の 10 分前までにヤマモリ体育館 3 階柔道場

に直接お越しください。受講者名簿に氏名をご記入頂き、
受講料 200 円をお支払いください。 

ワンコインヨガ教室

開 講 日
月曜日 8/1・29　9/5
水曜日 7/13・20・27　8/3・10・17・24・31　9/7・14

ご都合の良い日にご参加ください。
開講時間 10：00 〜 11：00（60 分）　全 13 回
場　　所 NTN 総合運動公園クラブハウス 2 階　ミーティングルーム
定　　員 15 名（先着順）
受 講 料 500 円 / 回【保険料は含みません】

申込方法
当日、クラブハウス窓口にて受付を行います。

（ヨガマット等は準備いたしますので、お気軽にお越しく
ださい）

問い合わせ　NTN総合運動公園クラブハウス　0594-32-2000

ステンドフィルムアートはカラフルな専用フィルムとリード（鉛線）を切って貼る
だけでどなたでも素敵な作品を作れます。夏休みの自由工作に作ってみませんか。

開 講 日 7 月 25 日（月）　10：00 〜 12：00
場　　所 ヤマモリ体育館　2 階会議室
講　　師 あとりえひだまり　主宰　北澤 まり子

定　　員 10 名【先着順】
受講対象小学生（低学年は親子でお願いします）

受 講 料 1,800 円【材料費込み】

申込方法 7/1（金）10：00〜ヤマモリ体育館2階事務所にて受付開始
申込み時に作りたい名前をローマ字でご記入願います

ステンドフィルムアート体験教室
『自分で作ってみよう☆ルームプレート』 受講生募集

お好きなフィルム
の色を選んで名前
（ローマ字）をいれ
ることができます

池永稔写真展～光と影と彩りと～
約35点の情感あふれる写真を4つの構成で展示します。
日　時　6月	 2日(木)～5日(日)
	 2日	 10：30～17：00(入苑は16：00まで)	
	 3・4日			9：00～17：00(入苑は16：00まで)	
	 5日	 		9：00～15：00
場　所　番蔵棟　※内玄関棟ロビーにも写真を展示します。
料　金　入苑料のみ

七夕イベント
〈七夕の笹飾り〉
期間中、内玄関棟に笹と短冊をご用意します。	
皆さんの願い事を笹に飾りつけてみませんか？
〈洋館テーブルコーディネート〉
七夕をイメージしたデコレーションが、彩り豊かにイベントを盛り上げます。
日　時　7月2日(土)～7月10日(日)9：00～17：00(入苑は16:00まで)
料　金　入苑料のみ

六 華 苑 か ら の お 知 ら せ



information

●	株式会社	ほくせい	愛灯館　様
●	一般財団法人	吉田福祉基金　様
●	芹沢音楽事務所　様
●	匿名 2名　様　　　　　　　　※順不同

善意のご寄付ありがとうございます。
（3/1～ 4/30）

桑名市スター21　中期講座生募集！（７月〜１２月開催）
★やさしい健康太極拳（火）	 ★エアロビ＆プチヨガ	①・②	 ★全身リラックス！ヨガ　
★やさしいバレトン	 ★棒ストレッチ	 ★筋トレ基礎トレーニング（水）
★ボディメイク・ヨガ	①・②	 ★リズム・ストレッチ	 ★健康体操
★お腹すっきり健美操	 ★スロー・エアロビクス	 ★誰にでもできる！ヨガ
★筋トレ基礎トレーニング（金）	 ★はじめての健康太極拳（土）
申込方法　窓口、メール、LINE、官製ハガキのいずれかで申込　締　切　6月30日（木）必着
そ の 他　詳しくは桑名市社会福祉協議会「スター21」のホームページをご覧ください。
お問合せ　スター21　T E L　0594-31-7625　E メール　tostar21@intsurf.ne.jp

桑名ボランティア連絡協議会30周年式典を開催しました
コロナ禍により、度々の延期を余儀なくされましたが、4月 23日（土）柿安シティホールにおきまして、
無事30周年記念事業を終えることができました。
これもひとえに皆様方の多大なるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。
コロナ禍の日々が続いておりますが、皆様とこの危機を支え合いながら、乗り越えていきましょう。

桑名ボランティア連絡協議会　会長　川瀬みち代

桑名ボ連協まつりのお知らせ
と　き

ところ

2年ぶりに開催決定!!

桑名市総合福祉会館（常盤町）大会議室・駐車場

バザー 模擬店 施設作業所
手作り品

地産地消の
野菜等販売日用品や食器など 焼きそば・みたらしなど

令和４年６月４日（土） 午前10時～午後2時

陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」中期講座生募集！（8月〜11月開催）
★子供講座★
「キッズわくわくガーデン」「キッズ英語（年長～小学6年）」「キッズジャズダンス」他
★お母さんとお子さんが楽しむ講座★
「産後ママ・ベビーヨガ」「エアロビ＆プチヨガ」「シェイプアップヨガ」他
★大人の健康・美容講座★
「エンジョイ！エアロ」「骨盤体操ヒトフィット」「ファンクショナルピラティス」他
申込方法　窓口、メール、LINE、往復ハガキのいずれかで申込　締　切　6月26日（日）必着
そ の 他　詳しくは桑名市社会福祉協議会「ぽかぽか」のホームページをご覧ください。
お問合せ　ぽかぽか　T E L　0594-87-7576　E メール　pokapoka@kuwana-shakyo.com

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

コロナ感染拡大予防の為
中止する場合があります


