第45号
メールアドレス iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp

伊勢市社会福祉協議会（☎⑳8610、FAX⑳8617） ホームページ http://www.mmjp.or.jp/iseshakyo/

う努めてまいりますので︑

の情報をご提供できますよ

市民の皆さまへ︑より一層

発行から毎月発行となり︑

ることになりました︒隔月

﹁広報いせ﹂の中に掲載す

社協だよりは︑今回から

す体験

・・福祉体験コーナー⁝車い

ー飛行機など

体験車︑ミニＳＬ︑ストロ

・・ふれあいコーナー⁝地震

ど

ラナちゃん︑お菓子まきな

ドコンサート︑かえる人間

社協だより
掲載の変更について

今後とも社協だよりをよろ

・・広場⁝屋台など

げんきくん

しくお願いいたします︒

30

ふれあい広場
〜広げよう！つなげよう！
ボランティアワールド〜

28

分
︵雨

時か

日㈰︑午前９

分〜午後１時

とき ４月

時

天決行︶

※各コーナーは午前

らとなります︒

ところ 二見老人福祉セン

ター前駐車場周辺

10

30

こころちゃん

内容

・・ふれあいステージ⁝イセ

シマンショー︑西川家バン

問い合わせ先 伊勢市社会

福祉協議会二見支所内・ふ

れあい広場実行委員会事務

局
︵☎㊸５５５１︶

昨年の「ふれあい広場」の様子

伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター
くじらからのお知らせ

利用者募集！
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンターくじ
らでは、利用者を募集しています。
対象 市内在住の65歳未満の人で、身体障害者
手帳（肢体不自由）１級または２級を持って
いる障害程度区分３以上の人

見学大歓迎

問い合わせ先
伊勢市重度身体障害者デイサービスセンターくじら
（☎⑳8422、FAX ⑳8456）

赤い羽根共同募金配分金事業

平成25年度

各種助成事業のご案内
地域の皆さまからご協力いただいた「赤い羽根共
同募金」の配分金より、地域福祉の推進を図るた
めに次のとおり助成事業を行います。
・福祉団体活動助成
・福祉施設等活動助成
・三世代交流助成
・地域見守り活動事業助成
・いきいきサロン
・宅老所助成
・高齢者乳酸菌飲料等宅配サービス
・こども会等行事助成
・児童公園遊具等整備助成

広報いせ ●平成25年４月１日号 22

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

ふれあい・いきいきサロン 会食会 活動紹介
一色町ふれあいサロン ファミリーサロン宮前 溝口すこやかサロン

神久連合町内会

約70人が集まり、よも
やま勉強会、マジックシ
ョー、元看護師さんによ
る血圧測定など、皆さん
楽しみにされています♪

毎月第３木曜日に活動
しています。おしゃべり
を楽しんだり、得意の編
み物を披露したり、皆さ
ん楽しいひとときを過ご
しています。

毎週水曜日に活動して
います。曲に合わせて健
康体操をします。無理は
しないようにと、みんな
で声を掛け合って体力づ
くりをしています。

毎月第２火曜日を中心
に活動しています。会話
を弾ませながらの食事は
最高です。また、食後は
みんなでカラオケを楽し
んでいます。

＜主な活動場所＞
一色町公民館

＜主な活動場所＞
宮前保健福祉会館

＜主な活動場所＞
溝口会館

＜主な活動場所＞
久志本公民館

心配ごと相談
短期はつらつ教室

日㈬︑６月５

デジカメ教室

とき ５月

毎週水曜日に︑市民の皆

さまの日常生活上のあらゆ

日㈬・
日㈬・

る心配ごとの相談に応じて
日㈬︑午

︻寄附をいただいた皆さま︼
ありがとうございました
平成 年１月〜２月 日

伊勢伝統みんよう様⁝２万円

小俣母親クラブ様⁝洗濯機

橋本清美
（厚生地区）
橋本清美
（二見地区）

30

22

26

分︵ 計

誤
正

11

時

社協だより３月１日発行・第44
号の２ページに掲載した「伊勢市
社会福祉大会を開催しました」の
記事に、次のとおり誤りがありま
したので、お詫びして訂正します。

30 12
分〜

お詫びと訂正

４回︶

ところ 福祉健康センター

歳以上の人で︑こ

60

前９時

30
内容 デジタルカメラで撮

った写真をパソコンへ取り

込み︑はがきやうちわに印

刷します

15

人︵ 申 し 込 み 多 数

23 広報いせ ●平成25年４月１日号

定員

社会福祉法人
伊勢市社会福祉協議会

問い合わせ先
・本
所 御薗町長屋2767
（☎⑳8610、
FAX ⑳8617）
・伊勢支所 八日市場町13-1
（☎㉗2425、
FAX ㉗2412）
・二見支所 二見町茶屋456-2
（☎㊸5551、
FAX ㊸4427）
・小俣支所 小俣町元町536
（☎㉗0509、
FAX ㉗0570）
・御薗支所 御薗町長屋2767
（☎㉒6617、
FAX ㉒6604）

の場合は抽選︶

６ ０ ０ 円 程 度︵ 材

日 ㈪︵ 必

持ち物 デジタルカメラ

参加費

４月

15

料費︶

申し込み

着 ︶ま で に︑ 往 復 は が き に

教 室 名・ 住 所・ 氏 名︵ ふ り

516

が な ︶・ 生 年 月 日・ 電 話 番

−

号を記入し︑伊勢市社会福

１︶へ

−

13

祉 協 議 会 伊 勢 支 所︵ 〒

八日市場町

※定員の半数に満たない場

合は開催しません︒

0076

社会福祉協議会二見支所
（☎㊸ 5551）

います︒

社会福祉協議会二見支所
（二見ふれあいプラザ内）

プライバシーは厳守され

第 4 水曜日

ますので︑一人で抱え込ま

社会福祉協議会御薗支所
社会福祉協議会御薗支所
（ハートプラザみその北側事務所棟）（☎㉒ 6617）

ず︑気軽にご相談ください︒ 対象 ４月１日現在︑市内

第 3 水曜日

在住の

社会福祉協議会伊勢支所
（☎㉗ 2425）

※今年度から︑各支所で電

第 2 水曜日 福祉健康センター

30

れまでに参加したことのな

第 1 水曜日 小俣保健センター

社会福祉協議会小俣支所
（☎㉗ 0509）

話相談が可能となります︒

電話番号

い人

ところ

分

開催日

相談時間 午後１時 分〜

３時

心配ごと相談

25

15

市負担金〔平成 25 年度予算額〕 9,518 万 3 千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

