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 97 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

お米の寄付をお願いします
昨今の経済状況の中、十分な収入がなく食糧の確保もままならない人がいます。
そこで、伊勢市社会福祉協議会では、９月１日㈮から
「伊勢市 支え合い・助け合い 米 支援事業」
として、
生活に困窮している市内の人を対象に、お米を提供させていただくこととなりました。
この事業は、食生活の維持を図るとともに健全な生活を営めるよう、地域住民の皆さんや企業、行政
などと連携を図りながら支援していくものです。
つきましては、伊勢市内の住民・企業などの皆さまに提供用のお米の寄付をお願いします。
「支え合い」
「助け合い」の取り組みにご協力をお願いします。

募集している食糧

お米
（玄米・白米）
の募集をしています。30㎏以上提供
していただける場合は、お伺いさせていただきます。
申し込み・問い合わせ先
伊勢市社会福祉協議会 地域福祉課
（☎ 63－5334
27－2412）

ボランティア

活動紹介

伊勢・むすびの会
＜活動内容＞
おかびき
毎年10月15日の「初穂曳」
陸曳で活動する団体です。
高齢者や障がい者の皆さんのお手伝いや、円滑な行事
運営のサポートをしています。次の遷宮まで世代をつ
なげていけるよう、幅広い年代のメンバーがそれぞれ
の役割を担っています。
＜活動のきっかけ＞
式年遷宮に伴う民俗行事「お白石持行事」で、全国か
ら迎えた特別神領民（行事参加者）のおもてなしの一環
として集まった地元伊勢の有志により発起しました。
＜活動していて良かったこと＞
全国からの特別神領
民とともに初穂曳を楽
しみ、喜んでいただけ
ること。すがすがしい
気持ちで、神宮の一年
で一番大きなお祭りで
ある「神嘗祭」をお祝い
しています。

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

いきいきサロン・高齢者会食会

活動紹介

柿の木会

〔主な活動場所：前山町公民館〕

毎月第３水曜日の 13 時
30 分から前山町公民館に
集まり、小物作りを行うほ
か、お茶を飲みながらカラ
オケやお喋りを楽しんでい
ます。冬場は適度な運動も
取り入れて、皆さん楽しい時間を共有しています。

岡本町高齢者食事会
〔主な活動場所：岡本会館〕

毎月第１金曜日に開催し
て い ま す。 食 事 の 前 に は、
その時々で話題となってい
ることを話したり、体を動
かしたりと、笑い声が絶え
ず楽しい時間を過ごしてい
ます。みんなで楽しく食べる食事はおいしさ倍増です。
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平成 年度伊勢市
ボランティアセンター

※フェ
 スティバルのチラシ・
ポスター・当日配布のス
タンプラリー台紙に協賛
企業（事業所）名を掲載

伊勢市
ボランティアセンター

中央児童センター

児童センターまつり

毎年恒例の「児童センタ

ーまつり」を開催します。

企業登録制度が
始まりました
伊勢市ボランティアセン

ゲーム、ヨーヨー、ポップ



企業（事業所）看板を設

ターでは今年度から、市内

コーン、くじ引きなどがあ

するほか、会場内に協賛

伊勢市ボランティアセン
置 し ま す。 ま た、
「社協

で地域貢献活動に取り組ん

１〔 福 祉

ところ 中央児童センター
（八日市場町

健康センター・３階〕
）

小学生・中学生・高校生

対象 乳幼児とその保護者・
す。

チケットの配布 ８月 日

㈭、９時～ 時 分

登 録 に つ い て 詳 し く は、
伊勢市ボランティアセンタ

チケットの種類

６３７０、
ー（☎

１００人）

○くじ
 引きチケット（先着
人）

２ ４ ２ ２、

問い合わせ先 中央児童セ

ン タ ー（ ☎

２４１２）

児童センターまつり

フェスティバルへの
協賛のお願い
ターでは、ボランティア活
だより」やホームページ

ょう！ぜひ遊びに来てくだ

動の情報を提供し、支え合

した。

さい。

ります。夏休みの終わりに

募集期間 ８月１日㈫～
趣旨

でいる企業・事業所などを

参加を図ることを目的とし
日㈭

とき ８月 日㈮、 時～

にも企業（事業所）名を

て、 月 日㈰にハートプ
申し込み・問い合わせ先

①活動
 内容や活動場所など
を紹介し、充実した地域

いの意識を高め、市民のボ

ラザみそので「伊勢市ボラ
伊勢市ボランティアセンタ

貢献活動に取り組んでい

児童センターで楽しみまし

ンティアセンターフェステ
ーフェスティバル実行委員

ただきます。

対象に、企業登録を始めま

ィバル」を開催します。

会事務局（御薗町長屋２７

掲載させていただきます。

今年度は、来場者に喜ん

６７
〔ハートプラザみその・

ランティア活動への積極的

でいただける企画を充実さ

２階伊勢市ボランティアセ

時

せるため、フェスティバル

ンター内〕
、☎

６３７１）

②企業
 の取り組みを市民の
皆さんに幅広く周知しま

の趣旨に賛同していただけ
０、

６３７

る企業・事業所を広く募集

10

24
６３７１）へ問い合わせて

30

27
－

匿名…アクリルたわし、匿名…モールデワンちゃん ･ ビーズス
トラップ、昭和 31 年度二見中学校卒有志同窓会代表幹事松本
秀夫…11,333 円、伊勢シニアダンス愛好会…30,000 円、横
浜ゴム株式会社三重工場…300,000 円、南勢地区郵便局長夫
人会はまゆう会…トップパネル滑り台 ･ おままごとキッチン冷
蔵庫 ･2,632 円、匿名…第 65 回伊勢神宮奉納全国花火大会桟
敷席（30 人分）、匿名…お菓子・野菜

25

○ヨー
 ヨー・ポップコーン・
くじ引きチケット（先着
ご覧ください。

祉協議会のホームページを

いただくか、伊勢市社会福

－63

します。
■協賛内容
【金銭】１口２０００円
景
･ 品など

－63

31

ボランティアセンターフェスティバル

－13

16

※チケ
 ットがなくてもゲー
ムには参加できます。

ありがとうございました

５月16 日～６月15 日

【物品】お 菓 子
の物品

※金銭
 ・物品ともに、伊勢
市社会福祉協議会へのボ
ランティアセンター指定

－63

13

50

参加費 無料
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寄付として扱わせていた
だきます。

－63

26

－27

（敬称略・順不同）
【ご協力をいただいた皆さま】

29

11

