第64号
伊勢市社会福祉協議会（☎⑳8610、
FAX⑳8617）

親子でクリスマスケーキ
作り

ひとり親家庭事業

福祉体験支援ボランティア
養成講座

伊勢市ボランティアセンター事業

分〜正午
︵受け付けは

月

この講座では︑
市内の小・

とき
時
学校法人伊勢学

午前９時〜︶
ところ
園・伊勢調理製菓専門学校

推進していただける人を養
成します︒
次世代を担う子どもたち
知識や実技を学びませんか︒

のため︑福祉教育に必要な

対象 市内在住の一人親家

とき ① 月

22

内容 親子でチョコレート

ません︒

ー・２階娯楽室

ところ

①福祉教育につい

木 下 美 佐 子 さ ん︵ Ｕ
Ｄまちづくりの会代表︶

講師

や介助方法を学びます︒

ョンを通じて当事者の思い

※両日とも︑レクリエーシ

験

者疑似体験︑アイマスク体

とは︑車椅子体験︑②高齢

て︑ユニバーサルデザイン

内容

加できる人

に興味があり︑両日とも参

験支援・ボランティア活動

対象 市内在住で︑福祉体

人
︵先着順︶
月 日㈪〜

どもを預かります︒

伴する場合は︑託児所で子

※小学生未満の子どもを同

祉協議会本所へ

月５日㈮に︑電話で社会福

申し込み

参加費 無料

定員

ケーキ
︵予定︶
を作ります

福祉健康センタ

日㈯・②

庭の親子
︵小学生と親︶

日㈯︑午後１時〜４時

︶

中学校や高校で福祉教育を

日㈯︑午前９

12

※子どものみの参加はでき

10

29

日㈮

赤い羽根共同募金児童ポス

月

申込期限

た︒
このほか 人が入賞し︑

の作品が特賞を受賞しまし

果︑北岡愛梨さん︵二見小︶

点の応募があり︑審査の結

募集したもので︑今年は

をテーマにしたポスターを

に
﹁赤い羽根﹂﹁たすけあい﹂

の小学校に通う児童を対象

このコンクールは︑市内

ターコンクールの表彰式を

６

申し込み・問い合わせ先

６ ３ ７ ０︑

時か

ら︑イオンタウン伊勢ララ

月５日㈰・午前

赤い羽根共同募金児童ポス
ターコンクール表彰式

赤い羽根共同募金運動

３７１︶

ー
︵☎

開催しました︒

14

伊勢市ボランティアセンタ

11

パーク・１階はあと広場で︑

73

伊勢市共同募金委員会支会

長の森本幸生さんから表彰

状が贈られました︒

受賞された皆さん

47

10

23

12

30

FAX

11

11

受講料 無料

10

30

︵河崎１丁目

メールアドレス iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
ホームページ http://www.mmjp.or.jp/iseshakyo/

13

−

11

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
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
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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

ボランティア 活動紹介

小俣町防災ボランティア

ふれあい・いきいきサロン 活動紹介
はんげしょう

下長屋元気シニアの会

半夏生

健康な生活を送ること
をモットーに、茶話会や
運動、ゲームなどで交流
し楽しんでいるサロンで
す。年１回程度、市内の
名所散策も取り入れてい
ます。

毎週水曜日に開催して
います。健康について語
り合ったり、カラオケ・創
作活動などさまざまな活
動を楽しんだりしています。
皆さんさまざまな知識を
持ち寄り、情報交換の場
としても活用してもらって
います。

＜主な活動場所＞
下長屋公民館

＜主な活動場所＞
大倉うぐいす台公民館

配信情報 ボランティア︑

情報をお伝えします︒

へ︑ボランティアに関する

さまの携帯電話やパソコン

電子メールを使って︑皆

※ロック機能がオンになっ

が表示されます︒

い︒プロフィール入力画面

ク﹂をクリックしてくださ

本文の最後尾にある﹁リン

③メールの内容を確認し︑

集しています︒

嘱託職員・パート職員を募

ラブ指導員︑運転手などの

職員︑訪問介護員︑児童ク

デイサービスにおける介護

議会では︑
看護師をはじめ︑

現在︑伊勢市社会福祉協

※﹁入会お礼メール﹂が届

イベント・講座︑助成金︑

ていると︑リンクをクリッ

※詳しくは︑同協議会のホ

かない場合は︑迷惑メール

災害ボランティアに関する

クできない場合がありま

ームページまたはハローワ

伊勢市社会福祉協議会
求人情報について

情報

す︒その際はロックを解除

ーク伊勢に掲載される募集
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防止機能の設定を変更して

登録方法

してください︒

社会福祉協議会市負担金〔平成 26 年度予算額〕
1 億 13 万 4 千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

伊勢市ボランティアセンター

①下図の二次元コードを読

ボタンをクリックしてくだ

横浜ゴム株式会社…30万円、ラッキープラザ伊勢
玉城店…お菓子、旧二見みしお会…5,224円、中
村秀雄…鉄アレイ・エキスパンダー、
匿名…布地蔵、
匿名…はぎれ・花器など

メルマガ読者募集

︵件名も本文も何も入力し

さい︒登録完了画面が表示

〔平成26年８月16日〜９月15日〕

ください︒

ないメール︶を送信

され︑登録は完了です︒

（敬称略、順不同）
【寄附をいただいた皆さま】
ありがとうございました

④名前などのプロフィール 内容をご確認ください︒
み 取 っ て 登 録︑ ま た は
ise﹁登録する﹂
へ 空 メ ー ル 情報を入力し︑
vc@mamail.jp

※空メールが送信できない

機種の場合は︑本文の欄に

﹁入会﹂の２文字を入力し

て送信してください︒

※空メールを送信したつも

りでも︑自動署名機能がオ

ンになっていると︑送信さ

れない場合があります︒登

録時だけ一時的にその機能

をオフにしてください︒

②数秒後に﹁入会お礼メー

ル﹂が届きます︒

メルマガ読者登録用
二次元コード

＜活動内容＞
毎月第３木曜日に、小俣老人福祉会館で定例
会を開催し情報交換をしています。おばたまつり
やイベントに参加して防災意識の啓発を行ってい
ます。また、災害時には被災地へのボランティア
活動に参加するメンバーもいます。
＜活動のきっかけ＞
平成13年に、三重県の防災ボランティア研修
第３期を受講した人たちが中心となり、立ち上
がりました。
＜活動していて良かったこと＞
被災地でのボランティアに参加したことをもと
に、意見交換や情報交換を行い、防災について
の知識を付けられることで
す。メンバーには、自衛隊
に所属していた人が複数い
るため、グループとしても
いろいろな知識を共有する
ことができることです。

