問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610
20－8617

伊勢支所 八日市場町13－1
☎ 27－2425
27－2412

第 87 号

二見支所 二見町茶屋 456－2
☎ 43－5551
43－4427
小俣支所 小俣町元町 536
☎ 27－0509
27－0570

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

御薗支所 御薗町長屋 2767
☎ 22－6617
22－6604

平成 28 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
“助け合い運動”
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。毎年市民の皆さんの温かいご協
力で、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 28 年度 伊勢市募金目標額は 20,003,700 円 です
福祉健康センター

月に開催する短期はつ

短期はつらつ教室

らつ教室の受講者を募集し

ます。

はじめての介護教室の様子

教室名・とき・定員・持ち

物 下表のとおり

31

ところ 福祉健康センター

対象 市内在住で昭和 年

月７日㈮（必

10

４月１日以前生まれの人

※申し
 込みは、はがき１枚
につき１教室とし、１人

応募方法

着）までに、往復はがきに

１教室のみとします。

年度に参加した教
※平成

室には参加できません。
27

教室名・氏名（ふりがな）
・

住所・電話番号（携帯電話

番号）・生年月日・性別を

※申し
 込み多数の場合は抽
選とし、定員の半数に満

記入し、社会福祉協議会伊

勢支所はつらつ教室担当者

んのでご了承ください。

たない場合は開催しませ

１）へ

（〒５１６ ００７６八日

市場町
－13
－

11

短期はつらつ教室
教室名
園芸教室

と

き

定員

持ち物

材料費 3,000 円（1 回につき）
、
ゴム手袋、新聞紙、シャベル、
11 月 15 日㈫・29 日㈫、
24 人
出来上がった作品を入れる袋
10：00 ～ 11：30（全２回）
（ごみ袋 ( 大 ) 程度の大きさ）

11 月 11 日㈮・
はじめての
18 日㈮・25 日㈮、
18 人 筆記用具、タオル
介護教室
10：00 ～ 12：00（全３回）
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対象 伊勢市・玉城町・度

１階日常生活訓練室

ところ 福祉健康センター・

立支援センター（〒５１６

ファクスで伊勢日常生活自

申込書を直接または郵送・

日㈯（ 当日消印有効 ）に、

今年度も、相談援助のエ
定員

いる人

28

地域福祉力向上研修会

高めます 相談援助力

対象 市内の福祉施設の相

談員、相談支援に関わって

40

人（先着順）

10

－13

平成 年度
生活支援員養成講座

会町・大紀町在住で日常生

内容 ①「利用者を知る」
、

高齢者や知的・精神障が

キスパートとして大人気の

28

－27

２４１２）へ

20

－

００７６八日市場町

②「相談援助の実際 」

活自立支援事業に協力する

稲松真人さん（兵庫県対人

い者などの皆さんが安心し

１、

意思があり、両日参加でき

参加費 無料

て生活を送れるように、福

援助研究所主宰）を講師と

る人
問い合わせ先 伊勢日常生

祉サービスを利用するため

活自立支援センター（☎

または申込書をファクスで

本所へ

申し込み・問い合せ先

内容 医師・弁護士・司法

８６１８）

月５日㈯、９時

30

して招き、相談支援に関わ

の手続きや、日常的なお金

書士・社会福祉士・地域包

す。

とき

11

月３日㈪～ 日㈮に、電話

の管理などの支援を行う日

括支援センターなどによる

※講座
 を修了した人には修
了証を発行します。

30

－

る人の資質向上を目指しま

常生活自立支援事業の「生

７講座

ラッキープラザ伊勢玉城店…お菓子、匿名…お菓子、
匿名…図書券

!!

16

※申込
 書は社会福祉協議会
本所・各支所にあります。

【７月 16 日～８月 15 日】

の・２階保健会議室

【寄付をいただいた皆さま】 （敬称略・順不同）
ありがとうございました

活支援員」になるための研

（学校安全ボランティア）

＜活動していて良かったこと＞
毎日のあいさつや声掛けを通して
子どもたちや保護者との信頼関係を
築いています。子どもたちは、私た
ちに普段話し掛けてくれるだけでな
く、転んでけがをした時など困った
時にも頼りにしてくれるので、私た
ちももっと頑張ろうと思えてきま
す。子どもたちから、私たちも日々
パワーをもらっています。

人（先着順）

伊勢地区教育支援ボランティア

＜活動のきっかけ＞
学校からの要請があり、７人で始めました。活動が
軌道に乗るのに２～３年かかりました。

30

15

活動紹介

＜活動内容＞
子どもたちが安全・安心な学校生活を送るため、毎日、
登下校時の交通指導をしています。一人一人の表情を
確認しながらあいさつし、言葉を交わします。やがて
子どもたちは、中学生・高校生になるので、その成長す
る姿も見守っています。

定員

ボランティア

10

1

※申込
 書は社会福祉協議会 分～ 時 分
本所・各支所にあります。 ところ ハートプラザみそ

＜主な活動場所＞
神社港公民館

毎月第３月曜日に開催し
ています。おしゃべりしなが
らみんなで食べるお昼ご飯
はとってもおいしいですね。
お互いの情報交換をして、和
気あいあいとした会です。

11

月１日㈯～

神社港三月会

27

参加費 無料

新しく建て替えられた公
会堂が皆さんの憩いの場に
なればと、今年４月からス
タート。カラオケや民謡踊
り、茶話会など、地域住民
が集いやすい居場所づくり
＜主な活動場所＞宮後公会堂
を目指しています。
※奇数月は第２木曜日、偶数月は第２金曜日に開催予定

12

修を開催します。

厚生いきいきサロン ひなたぼっこ

10

月 日㈭・ 月

活動紹介

とき

高齢者会食会・いきいきサロン

（全２回） 申し込み
日㈫、９時～ 時

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

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）

13
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