第75号
伊勢市社会福祉協議会（☎⑳8610、
FAX⑳8617）
メールアドレス iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
ホームページ http://ise-shakyo.jp/

※申込書は社会福祉協議会

８６１８︶

活 自 立 支 援 セ ン タ ー︵ ☎ ⑳

本所へ

Ｅメールで社会福祉協議会

日㈬に︑電話・ファクス・

申し込み

月１日㈭〜

地域で生活している高齢
本所・各支所にあります︒

生活支援員養成講座

者や知的・精神障がい者な

月に開催する

ところ

福祉健康センタ

午前９時〜正午
︵計２回︶

す︒

人の資質の向上を目指しま

ただき︑相談支援に関わる

物 下表のとおり

教室名・とき・定員・持ち

対象 市内在住で︑昭和

年４月１日以前生まれの人

月 ９ 日 ㈮︵ 必

ません︒

※申し込み多数の場合は抽

選とします︒

※申込者が定員の半数に満

たない場合は開催しません

ので︑ご了承ください︒

ゴム手袋、新聞紙、シャベル、出来
上がった作品を入れる袋（ゴミ袋
24 人
（大）程度の大きさ）、材料費 2,000
円（1 回につき）

を送れるよう︑福祉サービ

では︑ 〜

短期はつらつ教室の受講者

ー・１階日常生活訓練室

とき ①

日㈬︑午後

申し込み

持ち物

どの皆さんが安心して生活
福祉健康センター
短期はつらつ教室

スを利用するための手続き

今年度も︑相談援助のエ

や日常的なお金の管理など
の支援を行う
﹁生活支援員﹂

キスパート・稲松真人さん
︵兵庫県対人援助研究所主

になるための研修を開催し
ます︒

対象 伊勢市・玉城町・度

月４日㈬・③

を募集します︒

会町・大紀町に在住してい

７時〜９時︵計３回︶

着 ︶ま で に︑ 往 復 は が き に

教室名・氏名︵ふりがな︶
・

住所・電話番号・生年月日・

性別を記入し︑社会福祉協

八日市場

議会伊勢支所はつらつ教室
１︶へ

担当者
︵〒
町

※申し込みは︑はがき１枚

につき１教室とし︑１人１

教室のみとします︒

※平成 年度に参加した教

室と同じ教室には参加でき

30

ところ 福祉健康センター

る人で︑日常生活自立支援

ところ ハートプラザみそ

日㈬・②

事業に協力する意思があ

の・２階保健会議室

加できる人

っている人で︑全日程に参

月

り︑両日参加できる人

対象 市内の福祉施設の相

21

内容 医師・弁護士・司法

月 日㈮・ 日㈮︑ 宰 ︶を 招 い て 講 義 を し て い

社会福祉協議会伊勢支所

地域福祉力向上研修会
﹁相談援助力ＵＰ 講座﹂

11
談員または相談援助に関わ

人
︵先着順︶

②﹁ 相 談 面 接 の 方 法 を 学

内容 ①﹁利用者を知る﹂︑
月１日㈭〜８

ぶ﹂
︑ ③﹁ 援 助 場 面 を 体 験

0076

る講座
定員

参加費 無料
日㈭に︑申込書を︑直接ま

する︵ロールプレー︶﹂

申し込み

たはファクスで社会福祉協

定員

10

516
−

11 28

人︵先着順︶
議会伊勢支所へ

参加費 無料

短期はつらつ教室

10

12

!!

書士・社会福祉士などによ

とき

30

問い合わせ先 伊勢日常生

はじめての 11 月 11 日㈬・18 日㈬・25 日㈬、
20 人 筆記用具、タオル
10:00 〜 12:00
介護教室

11

26

11 月 17 日㈫・12 月 1 日㈫、
10:00 〜 11:30

園芸教室

13

−

定員

23

10

10
50

とき

教室名

10

30

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

ふれあい・いきいきサロン 会食会 活動紹介
江地区会食を楽しむ集い 明野地区ふれあい食事会
毎月第１水曜日に開催し
ています。皆さん、この日
を楽しみにしていただいて
います。
音楽療法や健康体操、
ゲームなどで体を動かして
います。無理せず、楽しん
で続けられるのはいいです
ね。

小俣明野保健福祉会館
で、高齢者ふれあい食事会
を行っています。
食事を楽しんだ後には、
ビーンボウリングなどのレ
クリエーションを行ってい
ます。みんなで得点を競い
合い、楽しいひとときを過
ごしています。

＜主な活動場所＞
江コミュニティセンター

＜主な活動場所＞
小俣明野保健福祉会館

青い鳥 手話サークル
＜活動内容＞
定期的な勉強会で手話を学びながら、聴覚障が
い者との交流を行っています。また、勉強会だけ
でなく、花見や食事会などを開いて、手話での会
話を楽しんでいます。
＜活動のきっかけ＞
手話を通じて聴覚障がい者と交流したい人が集ま
り、平成11年から活動を始めました。
＜活動していて良かったこと＞
手話を通じて学び合うことで、聴覚障がい者の
現状を知ることができました。最近は、手話で伊
勢の観光案内ができるよう、聴覚障がい者と一緒
に表現方法を研究
しています。障が
いのある人とない
人が共に生活しや
すい社会となるよ
うな活動をしてい
きたいと考えてい
ます。

平成27年度 赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします！
今年も厚生労働大臣の告示により、10月1日㈭から「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に
始まります。
共同募金運動は、地域に住む一人一人が協力し合い、お互いを支え合い、住みやすいまちを
つくるための たすけあい運動 です。
伊勢市でも、自治会や、民生委員・児童委員、ボランティア、企業などの協力を得て運動を
行います。毎年、市民の皆さまの温かいご協力をいただき、市の地域福祉の推進に大きな役割
を果たしています。
今年も、「じぶんの町を良くするしくみ」の赤い羽根共同募金にご協力をお願いします。

平成27年度

伊勢市の募金目標額は

19,950,700円です

募金を呼びかけます
家庭

募金

会社
街頭

学校
施設

など

三重県共同募金会

伊勢市共同募金委員会

伊勢市共同募金委員会

共同募金の流れ
福祉施設
福祉団体
NPO 法人
ボランティア団体
災害等準備金
伊勢市社会福祉協議会

（運営・福祉ボランティア育成負担金）
予算額〔社会福祉協議会市負担金〕 1 億 309 万 1 千円
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