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平成 24 年 １ 月 １ 日
社会福祉法人

伊勢市社会福祉協議会

三重県伊勢市御薗町長屋2767番地
TEL.0596−20−8610 FAX.0596−20−8617
Ｅメール.iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
ホームページ.http://www.mmjp.or.jp/iseshakyo/

愛称が 決 定
しました !!

げんきくん こころちゃん
みんなが︑元気で優しい心で
生きていくことができるよう
にと︑
思いを込めて考えました︒

伊勢市社会福祉協議会では、平成23年９
月１日㈭〜９月30日㈮にかけてマスコット
キャラクターの愛称を公募し、全国から170
点の応募がありました。平成23年10月31日
㈪に開催されたマスコットキャラクター選定
委員会において、伊勢市船江在住の中村有希
さん（有緝小学校）の愛称が選ばれました。

〜みんなの絆 地域の力

げんき くん

こころ ちゃん

で育む心豊かなまち〜

地域福祉の集いを開催しました
平成23年９月〜11月の３ヶ月間にわたり、伊勢市内12地域に出向き、
「福祉の困りごと」、
「地域の良いところ」、
「もっとこうなったらいいな」、
「私たちにできること」をグループに分かれて意見交換を行いました。
参加された総勢419名の市民の皆様からは多数の貴重なご意見をいた
だきました。今回の結果をふまえ、さらなる地域福祉の発展のため、福
祉課題の解決に向け市民の皆様や関係機関・団体等と連携し地域福祉活
動を推進してまいります。今後とも地域福祉活動へのご参加とご協力を
よろしくお願い申し上げます。

新年のごあいさつ

中 北 隆 敏

（ＱＲコード対応携帯電話からご利用下さい）

伊勢市社会福祉協議会会長

伊勢市社会福祉協議会も︑発足
から早や七年目を迎えました︒
これまでの歩みを返り見ます
と︑長い歴史で育まれてきた地域
性や︑或いは日々培われてきたグ
ループ意識・団体意識など︑とき
には厳しさを︑ときには優しさと
温かさを感じながら︑新市行政や
福祉に関係される方々を始め︑広
く市民の皆々様にお支えを頂い
て︑ここまで成長発展できました
こと︑全職員とともに心より感謝
を申し上げるものであります︒
いまは︑福祉充実への期待は︑
より広く・より大きくと︑その鼓
動がひしひしと伝わってまいりま
す︒
よって︑伊勢市社会福祉協議会
はこれからも︑かねて策定されま
した﹁伊勢市地域福祉計画及び地
域福祉活動計画﹂を主軸に︑行政
の指導を頂きながら︑更なる向上
と充実に努めてまいります︒
益々進む高齢化や核家族化への
対応︑そして次代を託す子育て支
援など︑地域のつながりをより大
切に︑更には︑あの大震災・大洪
水の被災を教訓とした︑安心・安
全の地域づくりに︑全職員懸命に
努めてまいりますこと申し上げ︑
年頭の挨拶と致します︒
携帯電話から伊勢市社会福祉協議会の
ブログへアクセスできます。
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回﹁ふれあい広場﹂

今年も５月開催に向け︑

日㈯︑

霜月もちつきあそび
付︵三世代交流事業︶
開催しました

月
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平成24年１月１日

第

伊勢市社会福祉協議会と
動き始めました︒みなさん

楽しんでいただきました︒

でなく地域の人との交流も

ことを呼びかけ︑家族だけ

きることは協力してもらう﹂

参加している方にも﹁で

られの実演などを企画︒

バンつくりや昔懐かしのあ

り︑もちつきを中心にプラ

や地域の方が実行委員とな

二見地区民生委員児童委員

業︶﹂が開催されました︒

きあそび付︵三世代交流事

﹁霜月もちつ

センターで

二見老人福祉

26

スタッフ募集

伊 勢 市 が 共 催 で︑﹁ 第 ７ 回
の 声 や ア イ デ ア で﹁ 楽 し

11

伊勢市社会福祉
大会のご案内

伊勢市社会福祉大会﹂を開
い！

午後７時〜

回実行委員会

１月下旬

★第

■今後の予定

ふれあい広場﹂を作

催します︒多数のご来場を
午後

りませんか？

分

２月 日㈭

お待ちしております︒
■日時
１時〜３時
ハートプラザみそ
二見ふれあいプラザ︵二

■場所
の多目的ホール︵御薗町
２︶

見町茶屋４５６

に賛同していただける方

・﹁ ふ れ あ い 広 場 ﹂ の 目 的

■参加要件

長屋２７６７︶
■内容
・福祉功労者表彰
・福祉講演会

︵団体︑
個人は問いません︶

鎌田

敏 氏

講師

日㈰︶

務局︵伊勢市社協二見支所

ふれあい広場実行委員会事

問合せ先

けに参加できる方

当日︑前後の準備・片付

・開催予定日
︵５月

︵３回程度 午後７時〜︶

して一緒に参加できる方

・実行委員会のメンバーと

びん︶

﹁今日も笑顔で♪﹂

敏 ︵かまた

〜講師紹介〜

鎌田
バブル崩壊︑阪神淡路大震災︑
病を経験し﹁人生は︑心のあり方
ひとつでガラリと変わる﹂ことに
気づく︒これらの経験を活かし︑
﹁元気を分かち合う﹂べく︑﹁楽し
く︑わかりやすく︑ためになる！﹂
をモットーに︑ 分も〝アッ〟と

５５５１

http://www.miewel-1.com/vfmie/index.html

ら全国ボランティ
アフェスティバル
みえの情報をメー
ルでお届けします。

介護の疲れを
リフレッシュ！
参 加者
募集
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内︶電話４３

平成24年２月15日㈬
午前11時〜午後２時30分
■場所 ハートプラザみその２階
保健会議室
■内容 落語鑑賞、昼食、介護者同士
の交流会、介護相談
■参加費 500円
■対象 市内在住で介護保険法に基づ
く要支援 1 〜 2 、要介護 1 〜 5 と認定
された方を介護している男性介護者
■予定人数 40名程度
■申込先 伊勢市社会福祉協議会 電
話20−8610
■申込期間 平成24年１月４日㈬〜
１月31日㈫

三重県社会福祉協議会ホームページ

−
20

男性介護者交流会
■日時

全国のボランティア・市民活動
に関する情報交換と三重県内のボ
ランティア・市民活動の推進など
を目的に開催され、伊勢市内でも
分科会が行われます。今後、三重 第20回 TOKYO大会の分科会風景
県社会福祉協議会ホームページにて随時情報を発信していく予
定です。ご興味のある方は、是非、ご参加ください。
■日時 平成24年９月29日㈯・30日㈰
■場所 メイン会場：三重県総合文化センター
分科会会場：津市内、伊勢市内ほか
■主催 第21回全国ボランティアフェスティバルみえ実行委員
会、三重県社会福祉協議会、「広がれボランティアの輪」連
絡会議・全国社会福祉協議会
右のQR コードか

50 23

90

いう間の元気講演をお届けしてい
ます︒

−

第21回 全国ボランティア
フェスティバルみえ 開 催 決 定 ！

第７回

水曜、第４日曜の月
んの協力のもと始

２回開催です！
まった会食会です。

康体操や料理、ゲー
月１回みんなでわい

ムで「体も心も楽し
わいおしゃべりしながら食べるお弁当は最高です。

めるサロン」です。

日㈰大湊町で防災訓練の一環として

大湊町防災訓練 ︵タウンウォッチング︶
月

年に防災マップを作成
21 16

日㈰︑伊勢市御薗町新高地
が開催されました︒当日はおよそ

区で地震や津波に備え﹁防災訓練﹂

月

御薗町新高地区防災訓練

ついて考えました︒

生や外国人の参加もあり︑みんなで大湊町の防災に

や救急車が通れる道幅の確認等を行いました︒小学

な場所や物の把握︑消火栓ボックスや井戸︑消防車

町全域を一斉に歩き︑危険

なり︑４班に分かれて大湊

興会と自主防災隊が中心と

成するにあたり︑当日は振

り小地域単位の防災に向けた防災マップを作

たな避難経路ができたことから︑今回は︑よ

し︑その後︑平成 年に第２港橋が完成し新

大湊町では平成

﹁タウンウォッチング﹂が実施されました︒

11

消火訓練を行い︑防災意識を高めま

ウォッチング︑バケツリレーなどの

なり伊勢市消防署の講話やタウン

名が参加し︑地元の自治会が中心と

80

みんなで
毎月第１水

27
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上長屋いきいきサロン『だんらん』
おりがみグループ

健

クラブと民生委員さ

上長屋公民館
主な活動場所
小俣町明野公民館
主な活動場所

松下いきいき教室
神社港老人クラブ

伊勢市二見健康管理増進センター
主な活動場所
神社港公民館
主な活動場所

11
した︒
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平成13年５月１日から活動を始めました。第２
今年度から、老人

会食会 活動紹介 ◆◆◆
◆◆◆ ふれあい・いきいきサロン

を
曜 日 に、「 お

仲良く
りがみ」や、

モットーに、
「おしゃべり」

いつも笑顔の
をして楽しん

絶えないサロ
でいます。

ンです。

平成24年度 三重県立盲学校
高等部・高等部専攻科入学者募集
盲学校では、視覚に障がいのある児童・成人に
対し、障がいの程度を考慮し、個々に応じた教育
計画を立て、社会人として自立できるよう教育を
行っています。
■募集する部・科
①高等部普通科、保健理療科
②高等部専攻科理療科、専攻科保健理療科
■入学願書の受付期間
平成24年１月30日㈪〜２月２日㈭
■選考期日 平成24年２月10日㈮
※応募資格、必要書類等、内容の詳細については、
三重県立盲学校にお問い合わせ下さい。
住所：津市高茶屋4-39-1
電話：059-234-2188

研修会のお知らせ
伊勢市介護保険サービス事業者連絡会では昨年度
に引き続き、研修会を実施することになりました。
高齢社会の現在、いろいろな悩みや問題をかかえる
ことが多くなってきました。みんなで理解し、協力
し合いながら地域で生活が続けていけるよう、知識
を深め人の輪を広げていきましょう。なお、当日は
事業所による相談窓口を開設しますので、ご利用く
ださい。

私たちの地域は大丈夫！と思っていませんか

参 加者
募集

悪質商法の手口と対処法

■ 日 時 平 成24年 １ 月25日 ㈬
午後１時30分〜４時
■場所 伊勢市社会福祉協議会
本所２階（ハートプラザみその）
■対象者 市内在住の方
■募集人数 45人（応募者多数の
場合は抽選）
■寸劇 小俣町消費生活学級「ストップ・ザ・悪質商法」
■講義 向井信美弁護士（三重弁護士会）
■申込方法 平成23年12月19日㈪〜平成24年１月13日㈮
までに、本所各支所へ来所、電話、FAX にてお申し込
みください。（土日祝12月29日〜１月３日は FAX のみ
の受付となります。）
■連絡先 本所 電話 20-8610 FAX 20-8617
■日時 平成24年１月22日㈰ 午後１時30分〜３時30分
■場所 伊勢市ハートプラザみその 多目的ホール（御薗町
長屋）
■テーマ 『これからの高齢者支援を考える』
■講師 皇學館大学現代日本社会学部教授 山路克文氏
■参加資料代 一人200円
■締め切り 平成24年１月10日㈫
■問い合わせ先 伊勢市介護保険サービス事業者連絡会事務
局 電話21−5583 伊勢市地域包括支援センター 大塚

平成23年度伊勢市社会福祉協議会会費にご協力いただき、ありがとうご
ざいました。（平成23年９月21日〜平成23年11月10日現在）
※記載順は五十音順です

※敬称略

●有限会社ケーワイシステム ●有限会社ケーワイシステム伊勢出張所
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社 ●司法書士 西岡

●
遼

東日本大震災被災者への義援金が寄せられましたので、ご報告いたします。
（平成23年９月21日〜平成23年11月15日現在）
※記載順は五十音順です

※敬称略

●カラス会震災復興支援有志の会代表 角谷 功 100,000円 ●カラス会
代表 小西 蔀 128,100円 ●厚生地区まちづくりの会厚生ふれあいまつ
り 4,020円 ●鳥源岡本店 1,692円 ●三重県生活衛生同業組合伊勢支
部（追加分） 6,926円 ●宮後自主防災隊 4,566円

平成23年度 はつらつ教室
作品展を開催します
（各教室の１年間の成果作品
を展示）

寄附者ご芳名

■とき 平成24年２月２日㈭・３日
㈮ 午前10時〜午後４時の２日間
■ところ 伊勢市福祉健康センター
２階集会室（洋室）

平成23年10月〜11月

清水祐一様 ………… 座布団29枚
小俣町消費生活学級様
…………… 70,000円
印刷：千巻印刷産業株式会社

ありがとうございました

三重グリーンクラブ様 …5,400円
サークル K 夫婦岩店様 …99,678円
匿名様 ……………………… 毛糸

フリースペース開設
伊勢市福祉健康センターにフリース
ペースができました。みんなで集って、
楽しい時間を過ごしませんか？
■対象者 伊勢市内在住の精神に障が
いがある方
■場所 伊勢市福祉健康センター１階
（社会適応訓練室）
■開設日 平成23年12月〜 第２・
第４日曜日
■開設時間 午後１時〜４時半
■会費 無料
社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会

所

御薗町長屋2767
☎ 20−8610 FAX 20−8617

伊勢支所

八日市場町13−1
☎ 27−2425 FAX 27−2412

二見支所

二見町茶屋456−2
☎ 43−5551 FAX 43−4427

小俣支所

小俣町元町536
☎ 27−0509 FAX 27−0570

御薗支所

御薗町長屋2767
☎ 22−6617 FAX 22−6604

本

平成24年１月１日

4

