問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

第 91 号

二見支所 二見町茶屋 456－2
☎ 43－5551
43－4427

御薗支所 御薗町長屋 2767
☎ 22－6617
22－6604

とき

伊勢市福祉健康センターフェスティバル

伊勢支所 八日市場町13－1
☎ 27－2425
27－2412

小俣支所 小俣町元町 536
☎ 27－0509
27－0570

伊勢市社会福祉協議会
（☎ 20－8610
20－8617）
iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
http://ise-shakyo.jp

第２回

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610
20－8617

３月４日㈯･５日㈰、10 時～ 15時

ところ 福祉健康センター

～ひとから人へ～

◦オープニングセレモニー 神宮高倉山幼稚園（合唱）
、社会福祉法人明照浄済会（太鼓）
、
小俣児童館と皇學館大学「雅」
（よさこい）
◦東日本大震災・熊本地震災害復興チャリティーバザー（４日・11 時～ 13 時）
◦伊勢地区歯科医師会による無料口腔がん検診（５日・10 時～ 12 時）
◦はつらつ教室受講者、障がい者の作品展示・ステージ発表
◦体験ブース（風船バルーン）
◦かけそば・伊勢うどん・ぜんざい・ポン菓子・ポップコーン・就労支援Ｂ型事業所の手作り雑貨など
◦介護相談
◦児童センター〔人形劇おたまじゃくし〕
（５日・11 時～）

ボランティア

活動紹介

いせてらす手話ガイド
＜活動内容＞
「聞こえない皆さんに伊勢の魅力を伝えたい！」という
思いを胸に、毎月第２金曜日に勉強会を開き、依頼に応
じて手話で外宮・内宮を案内しています。
＜活動のきっかけ＞
観光で伊勢に来られるろう者
（耳の聞こえない人）
を手
話でお出迎えできれば、もっと楽しんでもらえるのでは、
もっと良い思い出になるのでは、という思いから発足し
ました。
＜活動していてよかったこと＞
「これまでは、ただお参りしていただけだったのが、
手話で案内してもらって良く分かった。伊勢に来て良か
った！」と笑顔になっていただけたことが、私たちにと
って何よりの喜びです。

地域福祉活動計画推進事業（社協会費）
赤い羽根共同募金配分金事業

高齢者会食会・いきいきサロン

活動紹介

新開地区高齢者昼食会
毎月第１木曜日、地区の皆さんが集まり、情報交換を
しながら楽しく昼食を
いただきます。
食後にはレクリエー
ションやさまざまな出
前 講 座を利 用して、心
身ともに元気になって
います。
＜主な活動場所＞新開公民館

いきいきサロン徳川山
毎月第１火曜日の 10 時から開催しています。公民館
の外で四季を感じながら
ラジオ体操をしたり、ゲ
ームや出前トーク、バス
を利用したり、お出掛け
などを一緒に楽しみなが
ら、地域のつながりを大
切にしているサロンです。
＜主な活動場所＞徳川山公民館
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ひとり親家庭支援事業

小学校
入学お祝い会

第８回社会福祉協議会
コミュニティカップ

中央児童センター

※当日
 は薄めのメークでお
越しください。

中央児童センター

セルフ♡エステ
※受講
 中は、職員・託児ボ
（フェース）
ランティアが託児します。

の・多目的ホール

ところ ハートプラザみそ

～）

勝しました。この他６チー

少年団が昨年に引き続き優

参加し、二見野球スポーツ

伊勢志摩地域の チームが

リフレッシュしましょう。

１月７日㈯・９日㈷に、 親子で楽しく体を動かして

ママのストレス解消に！

ージの仕方を教えてくれま

の皆さんが、セルフマッサ

美容専門学校の先生や生徒

ってみませんか。伊勢理容

パックでプルプルお肌にな

てマッサージ。コラーゲン

少しの間、子どもを預け

※希望
 の日程（① 日・②
日）
をお伝えください。

い合わせ先参照）へ

中央児童センター（左記問

日㈫に、直接または電話で

申し込み ２月１日㈬～



親子で楽しく
体を動かそう！

対象 市内在住の一人親家
ムが入賞し、伊勢市社会福

す。

新人学童
軟式野球大会を開催

庭で、平成 年度に小学校
祉協議会の他、鳥羽・志摩・

時（受け付けは９時 分

入学する子どもとその保護
協議会および㈱中日新聞社

日㈮、 時 分～ 時

とき ２月９日㈭・ 日㈫・

玉城・南伊勢の各社会福祉

可）
より、賞状と副賞が贈られ
ました。

分（全３回）

とき ①２月 日㈫・②

対象 市内に在住または通

申し込み ２月１日㈬～７

定員

またはヘアピン（前髪用）
、

～５枚、卓上鏡、ヘアバンド

持ち物 フェースタオル４

問い合わせ先
中央児童センター
２４２２、
（☎
２４１２）

※２月
 ４日㈯・６日㈪・ 日
㈰・ 日㈪は、休館日のた
め申し込みできません。

14

12

18

内容 楽しいゲーム、お祝
い品贈呈など

ところ 中央児童センター

対象 市内に在住または通

園前の子どもの保護者

日㈫に、直接または電話で

組（先着順）

※子ど
 もは、一人歩きがで 定員 各 人（先着順）
きる１～３歳 が対象です。 参加費 １００円

できる親子

勤している生後６カ月～就

（福祉健康センター・３階）

ところ 中央児童センター

30

組（先着順）

28

（福祉健康センター・３階） 日㈫、 時 分～ 時 分
講師 ＴＡＭＩＫＯさん

11

勤しており、全日程に参加

参加費 １００円

30

定員
参加費 無料
申し込み ２月６日㈪～
日㈮に、電話で社会福祉協
議会本所へ
共催 伊勢市母子寡婦福祉
会

30

21

伊勢友の会…30,000 円、匿名…10,000 円、匿名
…お菓子・食品、匿名…座布団、匿名…5,000円、
特定非営利活動法人 全国コミュニティライフサポ
ートセンター…2,101円、アララギ会…10,000円、
匿名…モールデワンちゃん･ビーズストラップ

11 14

メーク道具（終了後に必要

ありがとうござ いました

30

中央児童センター（下記問

な人）

【平成 28 年11月16 日～ 12 月15 日】

21

者（子どもだけの参加は不

とき ３月 日㈰、 時～
10

30

17

28

（敬称略・順不同）

10

10

27 27
13 － －

【寄付をいただいた皆さま】

10

20

い合わせ先参照）へ
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優勝
二見野球スポーツ少年団
大会の様子

30

24

12

29

12

