問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

第 93 号

家庭にある不用な物や、

第 回ふれあい広場

ボランティア登録の推進
伊勢市ボランティアセン

手作り品などを販売してみ

10

ボランティア活動を
快適に

ターでは、市内でボランテ

ませんか。

21

フリーマーケットの
出店者募集

ィア活動を行う個人・団体

とき ５月 日㈰、 時～

30

の皆さんにボランティア登

13

時 分（雨天中止）

ター前駐車場

ｍ× ｍ

2.5

録を推進しています。

提供（会議室などの無料利

出店スペース

1.5

ところ 二見老人福祉セン

用）や、各種助成金の案内

以内

ブース
（先着順）

10

登録すると、活動場所の

が受けられます。

募集数

21

収）

申し込み ４月３日㈪～

日㈮に、電話またはファク

スで社会福祉協議会二見支

５５５

－43

所内・ふれあい広場実行委

４４２７）へ

員会事務局（☎

１、
－43

出店料 ５００円（当日徴

６３

ボランティア活動保険料
（年額）
Ａプラン
Ｂプラン
基本タイプ 350 円／人 510 円／人
天災タイプ 500 円／人 710 円／人

二見支所 二見町茶屋 456－2
☎ 43－5551   43－4427

御薗支所 御薗町長屋 2767
☎ 22－6617   22－6604

ボランティア活動保険
無償で活動す

るボランティア

が、国内での活

動中の事故によ

ってけがをした

り、賠償責任を

負わされたりし

たときに、その

補償をする保険

です。

31

補償期間 ４月１日㈯～平

成 年３月 日㈯

６ ３ ７ ０、

詳しくは、
同センター
（☎

７１）へ問い合わせてくだ

さい。

－63

30

伊勢支所 八日市場町13－1
☎ 27－2425   27－2412

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

－63

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610   20－8617
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４月１日から伊勢市社会福祉協議会の組織が変わります
総務事業推進課
地域福祉課
介護サービス課
地域福祉係

所在地を移転する部署
ハートプラザみその、御薗こども広場
地域福祉課
伊勢市ボランティアセンター
八日市場町 13－1（福祉健康センター内）
移転先
地域福祉係
伊勢市災害ボランティアセンター
☎ 63－5334
27－2412
日常生活自立支援センター
※ボランティアセンターは移転しません（ハートプラザみその・2 階）。
生活サポートセンター 伊勢市生活サポートセンター「あゆみ」 「伊勢訪問介護事業所」は
介護サービス係
「訪問介護事業所」に名称を変更し、移転します
ハートプラザみその・北側駐車場事務所棟
伊勢市中部地域包括支援センター
移転先
☎ 22－6617
22－6604
福祉健康センター、身体障害者福祉センター、老人福祉センター、
総務係
事業推進係

身体障害者デイサービスセンター、伊勢市中央児童センター、
伊勢市ひまわり、伊勢市重度身体障害者デイサービスセンター
くじら、伊勢市日中一時支援事業くじらキッズ
介護サービス係 健幸倶楽部つどい

伊勢支所 事業推進係

地域福祉係

障害者東地域相談支援センター、障害者計画相談支援事業所、
二見工房そみん
介護サービス係 二見居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター

二見支所 事業推進係
地域福祉係

伊勢市西地域包括支援センター
伊勢市小俣児童館、伊勢市小俣放課後児童クラブ、伊勢市小俣
事業推進係
放課後児童クラブ２、小俣さくら園
小俣支所
小俣居宅介護支援事業所、小俣訪問介護事業所、在宅介護支援
介護サービス係
センター
地域福祉係
御薗支所 事業推進係

みなとふれあいセンター、御薗しらぎく園
居宅介護支援事業所、訪問介護事業所、伊勢訪問入浴介護事業所、
介護サービス係
御薗福祉用具貸与事業所、健幸倶楽部みなと、在宅介護支援センター

新設される部署
伊勢市生活サポートセンター「あゆみ」
八日市場町 13－1（福祉健康センター内）
☎ 63－5224
27－2415
介護サービス課
ハートプラザみその・北側駐車場事務所棟
22－6604
☎ 22－6617
「伊勢居宅介護支援事業所」と「御薗居宅介護支援事業所」
を統合し、「居宅介護支援事業所」を新設します
ハートプラザみその・北側駐車場事務所棟
☎ 22－6617
22－6604
「伊勢通所介護」は「健幸倶楽部つどい」、「みなと
デイサービスセンター」は「健幸倶楽部みなと」に
名称を変更し、
「伊勢市指定通所介護相当サービス・
通所介護サービス A」を行います

広報いせ 平成29年４月１日号
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福祉の 発展に 尽力された 皆さんを 表彰
２月３日㈮、ハートプラザみそので第 12 回伊勢市社会福祉大会が開催されました。
大会では、多年にわたり地域福祉や住民福祉の発展に功績のあったボランティア、
民生委員・児童委員、福祉団体役員など、56 人・13 団体が
「伊勢市長感謝状｣ ｢伊勢市社会
福祉協議会会長表彰｣ ｢三重県共同募金会伊勢市共同募金委員会会長表彰｣を受けました。
おお や りょう せい

また、福祉講演では、雄谷良成さん ( 社会福祉法人佛子園理事長 ) を講師に迎え ｢シ
ェア金沢～ごちゃまぜの街づくりで地域活性」
をテーマに講演していただきました。

表彰された皆さん（敬称略）
伊勢市長感謝状 (28 人・５団体 )

○ボランティア活動功労
（個人の部）
長澤 とよ（朗読シーンボイス）
山倉 れい子（笑いのワ）
伊東 美代子（伊勢市点訳奉仕グループ「きつつき」）
濱口 良子（手芸グループあじさい）
山下 良子（菜友会）
佐野 千佳子（伊勢市ひばり朗読奉仕会）
○ボランティア活動功労
（団体の部）
福祉の店
「えがお」
花水貴民舞会
グループ
「もんちゃん」
朗読シーンボイス
○民生委員・児童委員功労
西村 直子（五十鈴地区）
泉 典子（五十鈴地区）
西岡 作雄（五十鈴地区）
大西 幸子（小俣地区）
山﨑 美惠子（小俣地区）
野間 敬三（城田地区）
竹田 昌子（倉田山地区）
御堂 美知子（倉田山地区）
青木 昭一（倉田山地区）
今橋 幸子（倉田山地区）
水谷 典子（倉田山地区）
橋本 さち子（厚生地区）
畑中 京子（二見地区）
北村 峯記（二見地区）
濱條 幸子（二見地区）

猪嶋 秀雄（防犯パトロール隊みその）
南 登美子（花の郵便局）
佐藤 光義（ハートマジック倶楽部）
濱口 富代（地域福祉ボランティアグループふくふく会）
上井 きよ子（グループ「もんちゃん」）
中前 幸子（グループ「もんちゃん」）
前田 美恵子（伊勢市食生活改善推進協議会）
中西 英美代（伊勢市食生活改善推進協議会）
北村 洋美 ( 伊勢市ひばり朗読奉仕会 )
中井 登貴子 ( 二見ひまわりの会 )
○自立更生者功労
伊勢市社会福祉協議会会長表彰
（28 人）
廣垣 ヨシ子（伊勢市聴覚障害者福祉協会）
○民生委員・児童委員功労
廣垣 えつこ（伊勢市視覚障害者福祉会）
小谷 芳子（五十鈴地区）
○社会福祉団体役職員功労
前島 賢（伊勢市老人クラブ連合会）
和谷 智惠（五十鈴地区）
（五十鈴地区）
上坂 康代
三重県共同募金会
山中 啓市（小俣地区）
伊勢市共同募金委員会会長表彰（８団体）
辻 裕己（小俣地区）
西井 久男（城田地区）
○戸別募金
中村町月見ヶ丘町内会
村田 美恵子（御薗地区）
清井町自治会
林 壽子（御薗地区）
城田団地自治会
荒木 いづ子（宮川地区）
大湊町振興会
○ボランティア活動功労
（個人の部）
上野町自治会
三好 悦子（小俣町消費生活学級）
○街頭募金
村山 康子（小俣陶芸サークル）
森本 征治（小俣町防災ボランティア）
伊勢市女性団体連絡協議会浜郷婦人会
（手芸グループあじさい）
大野 妙子
○学校募金
伊勢市立明野小学校
小西 まさ（なずなハーモニー）
三重県立伊勢工業高等学校
大西 美恵子（防犯パトロール隊みその）

【寄付をいただいた皆さま】

赤い羽根共同募金配分金事業

【１月16 日～２月15 日】

サロン活動紹介

（敬称略・順不同）

ありがとうござ いました
匿名…アクリルたわし ･ ペットボト
ルホルダー、こころのハーモニー
実行委員会…おもちゃ ･ 学習教材、
匿名…コミック、匿名…モールデワ
ンちゃん ･ビーズストラップ、匿名
…お菓子、匿名…お地蔵さん
（布製）
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橋本 清美（二見地区）
倉世古 淳子（御薗地区）
田村 興亜（御薗地区）
奥田 賀代子（御薗地区）
杉山 滋（港地区）
河北 つね子（港地区）
○寄付
美和ロック労働組合伊勢支部
○社会福祉功労
鈴井 尚夫

広報いせ 平成29年４月１日号

江 いきいき会
毎月第３水曜日に開催している、男性が多い
サロンです。講習会や健康体操、カラオケなど
をしています。毎月変わる内容を楽しみに、元
気に楽しく続けられるのがいいですね。
＜主な活動場所＞江コミュニティセンター

