問い合わせ先

社会福祉法人伊勢市社会福祉協議会

第

回ふれ あ い 広 場

４４

広場実行委員会事務局（☎

議会二見支所内・ふれあい

問い合わせ先 社会福祉協

フリーマーケットなど

社会福祉協議会伊勢支所へ

日㈯に、直接または電話で

申し込み ５月 日㈫～

のタオル

大きめのバスタオル、長め

５５５１、

２７）

自力整体講座
子育て中の保護者向けの
講座です。日頃の疲れをリ
フレッシュしませんか。
託児（生後６カ月～就学

平成 年 度
赤十字講習会

ろ

こ

～広げよう！つなげよう！
ボランティアワールド～

辺
内容
◦ふれあいステージ…カエ
ル人間ラナちゃん、お菓子
まきなど
◦ふれあいコーナー…スト

ロー飛行機作り、ミニＳＬ、 前の子ども）もありますの
して講座を楽しんでいただ

と健康を守るための講習会

で、お子さんを預けて安心

車、煙体験ハウスなど

けます。

バルーンアート、地震体験
◦福祉体験コーナー…車い

歳以上の健康な人

と研修会を開催します。
対象

とき ６月７日㈫・ 日㈫・

す体験

日㈫、 時 分～ 時

－

日本赤十字社の
公式マスコットキャラクター
「ハートラちゃん」

◦広場…屋台コーナー、障

問い合わせ先 日本赤十字

社三重県支部（☎０５９

（計３回）
がい者施設の自主製品販売、 分

ところ 中央児童センター

２２７ ６２４５）

－

－

勤し、全日程を受講できる
乳幼児の保護者
人
（先着順）
〔託児

講師 杉山華乃美さん
定員

は 人まで〕
参加費 １００円

－

と

とき ６月５日㈰、９時
分～ 時 分
（雨天決行 )
ところ 二見老人福祉セン

30

ター前駐車場およびその周

30

28

20
13

17

下表のとおり、人の生命

28

15

２２７ ４１４５、 ０５９

30

き

43
－
11 14

対象 市内に在住または通

30

持ち物 ヨガマットまたは

救急法基礎講習・
救急法救急員養成講習会

6 月 5 日㈰・11 日㈯・12 日㈰
9：00 ～ 17：00

伊勢赤十字病院

幼児安全法支援員養成講習会

6 月 18 日㈯・19 日㈰・25 日㈯
10：00 ～ 15：00

伊勢赤十字老人保健施設「虹の苑」

健康生活支援員養成講習会

7 月 9 日㈯・10 日㈰・16 日㈯
10：00 ～ 15：00

伊勢赤十字老人保健施設「虹の苑」

6 月 4 日㈯
13：00 ～ 17：00

伊勢赤十字病院

資格継続研修会
（救急法救急員）

10

20

と

講習名・研修名

－43

28

15

小俣支所 小俣町元町 536
27－0570
☎ 27－0509
御薗支所 御薗町長屋 2767
22－6604
☎ 22－6617

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

伊勢支所 八日市場町13－1
☎ 27－2425
27－2412
二見支所 二見町茶屋 456－2
☎ 43－5551
43－4427

第 82 号

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610
20－8617
本

平成 28 年度 赤十字講習会
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ボランティア 活動紹介

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

伊勢市国際交流協会

ふれあい・いきいきサロン 活動紹介

もみじふれ合い
食事会

荘ふれあい
いきいきサロン

食事の前に講演会や体
操をしたり、園児を招いた
り、市内に出掛けたりもし
ます。弁当と、手作りの一
品と季節の折り紙などを
添えて、和気あいあいとし
たふれ合いを大切にしてい
ます。

毎月第３月曜日に開催
しています。ボランティア
さんと健康体操やスカット
ボールをしています。皆さ
ん体を動かすことに積極
的で、曲に合わせた体操
も完璧。楽しく続けられる
のがいいですね。

＜主な活動場所＞
朝熊市民館

＜主な活動場所＞
喜楽荘

共同募金配分金の
申請を受け付けます
赤十字活動資金に

ご協力をお願いします

が、今年も５月１日㈰から

日本赤十字社員増強運動

◦社会福祉法第２条第２項

展開されます。

対象施設・団体

および第３項（第 号を除

内災害救護、国際活動（災

13

日本赤十字社では、①国

◦その他、社会福祉法人三

害マネジメントや保健衛生

31

く）に規定する施設

重県共同募金会 が特に必要

分野での活動など ）
、医 療

金曜あみもの同好会…1 万 6,000 円、トヨタＬ＆Ｆ中部
㈱…自走型車いす、田川…車いす自走式スポーツタイプ、
中島賢…2,000 円、東口塗装業㈱…5,500 円、伊勢伝統
みんよう…2 万 4,205 円、㈱リントス…伊勢方言かるた、
㈱ダイナム…体重計・タオル類、鶯声会…ゴキブリ団子、
小俣小学校…手芸用品、匿名…お菓子、匿名…アクリル
たわし 64 個・ペットボトルホルダー 7 個、匿名…1 万円

と認めた施設および団体

ありがとうございました【１月 16 日～３月 15 日】

設運営などの「生活を支え

います。

このような事業は、皆さ

まからご協力いただいてい

る資金で行われています。

赤十字活動の趣旨をご理解

いただき、本年もご協力を

お願いします。

（敬称略・順不同）
【寄附をいただいた皆さま】

活 動、血 液 事 業、奉 仕 団、

30 万円 30 万円 50 万円

配分内容 左表のとおり

その他

救急法の講習などの「いの

30 万円 30 万円 30 万円

申請 ５月２日㈪～ 日㈫

品

ちを救う活動 」
、② 赤 十 字

備

－

に、伊勢市社会福祉協議会

50 万円 50 万円 50 万円 －

へ
（土・日曜日・祝日を除く） ボランティアや社会福祉施

事

問い合わせ先 社会福祉法

工

る活動」
、③看護師の育成・

県域団体

人三重県共同募金会（☎０

団体

教育、青少年赤十字などの

施設

－

－

５９ ２２６ ２６０５、

申請区分

０５９ ２２１ ００４４） 「人を育む活動」を行って

配分金一覧（上限額）

＜活動内容＞
主に市内で国際交流・多文化共生に関する各種
事業を実施しています。具体的には、外国人講師
を招いての外国料理教室、ホームステイの受け入
れ、平和を祈るコンサート、その他各種国際交流イ
ベントを開催しています。
＜活動のきっかけ＞
市 民レ ベル で の国際 交 流を推 進させようと、
1991 年に結成し、国際交流・多文化共生のための
交流事業などを実施しています。
＜活動していて良かったこと＞
外国料理教室や各種イベントで外国人とふれ合
うことができ、視野が広
がりました。日本語教室
については、教えること
で自分が日本語や日本に
ついて知らないことがあ
ることに気付きます。

平成 27 年度 災害支援および講習会開催状況
種 類
件 数
毛 布
タオルケット 緊急セット
全焼
2件
0件
1枚
1個
半焼
0件
0件
0枚
0個
床上浸水
12 件
0件
0枚
0個
種 類
救急（ＡＥＤ）講習会
健康生活支援講習会
災害時の高齢者支援講習会
幼児安全法支援短期講習会

開催回数
37 回
10 回
9回
7回

予算額〔社会福祉協議会市負担金〕１億 373 万７千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）
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