問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会

第９回社会福祉協議会
コミュニティカップ

新入学童
軟式野球大会を開催

日本赤十字社伊勢支部より

緊急セットのご案内

日本赤十字社伊勢市地区で
は、台風 号で床上浸水の被
害に遭われた世帯に対し、歯
ブラシ・タオル・コップなど
が入った日用品セット（１世
帯当たり１個）をお渡しして
います。
まだ配布されていない人は、
地域福祉課（☎
５３３４、
２４１２）へ問い合わ
せてください。
（土・日曜日・
祝日を除く、８時 分～ 時
分）
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成年後見事業
（法人後見）
を
始めました

18
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新年のご挨拶
社会福祉法人
伊勢市社会福祉協議会

池田 ミチ子

昨年の試合風景

１月６日㈯・７日㈰に、県
営大仏山公園野球場など６会
場で、伊勢志摩地域の チー
ムが参加する学童野球大会を
開催します。
この大会は、社協会費・赤
い羽根共同募金配分金の青少
年育成事業の一環として行う
もので、少年野球を通じ、社
会生活に必要な友情や協調の
精神を養うことを目的に開催
するものです。
またこの大会は、伊勢・鳥
羽・志摩・玉城・南伊勢の社
会福祉協議会の支援で行って
います。
子どもたちが繰り広げる熱
戦 に、多 く
の皆さんの
ご声援をお
願いします。

17

－63

30

会長

29

平成 年 月から、市内在
住者などを対象に成年後見事
業（法人後見）を始めました。
これは、財産上の理由など
で親族や専門職が成年後見人
などを受任することが難しい
場合、家庭裁判所が本協議会
を成年後見人などに選任した
ときに、介護サービスの契約
や財産管理などの支援を行う
ものです。
認知症や障がいなどで判断
能力に不安のある人や、その
家族が安心して生活できるよ
う、専門職で構成される法人
後見運営委員会の助言も得な
がら、今後も後見活動を展開
していきます。
問い合わせ先 地域福祉課
（☎
５ ３ ３ ４、
２４１
２）または日常生活自立支援
セ ン タ ー（ ☎
８ ６ １ ８、
２４１２）

－27

15

ラジオ・電池も
入っています。



明けましておめでとうご
ざいます。
日頃は、伊勢市社会福祉
協議会に対しましての温か
いご支援ご協力に心から感
謝申し上げます。
昨年は社会変化の中、世
代を問わず経済的困窮や社
会的孤立などの深刻な課題
の解決に向け、行政の支援
の下「生活サポートセンタ
ーあゆみ」をスタートし、
住民の皆様と共に取り組ん
でまいりました。
これからも、民生委員児
童委員、ボランティア、企
業・団体、市民の皆様にご
協力いただきながら、多様
な課題や、誰もが安心して
暮らせるまちづくりの推進
に努めてまいります。
市民の皆様に一層のご支
援をお願いいたしますとと
もに、皆様のご健勝とご多
幸をお祈り申し上げます。

10

－20

緊急セットの内容

日本赤十字社
マスコット

－63

－27

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

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 102 号

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610   20－8617
本
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ボランティア活動紹介

ＮＰＯ法人マイトリ
＜活動内容＞
ステップ バ イ ステップ
就労継続支援Ｂ型事業 step by step の利用者
と運営スタッフが一緒に活動をしています。不定
期ですが、独居高齢者のお宅で庭の樹木などの剪
定や草抜き、資源物の回収などを行っています。
精神障がい者の人たちが活動できる範囲で頑張
っています。
＜活動のきっかけ＞
障害者自立支援法ができる前から、精神障が
い者の人たちに居場所はないかと考えることが多
く、地域の人に役に立つことを提供できないかと
考え、活動を始めました。
＜活動していて良かったこと＞
ボランティアを通じて精神障がいについて理解
ができたことです。お世話するのではなく、共に
人生を歩むことを考える意識がスタッフの間で芽
生えました。活動を通じて地域の人から「ありが
とう」と言っていただけることも、とてもうれし
いです。

活動の様子（草抜き）

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

新出自治区「和みの会」

〔主な活動場所：小俣町新出公民館〕

毎月１回、約１時間程度の介護予防や認知症予防、特殊詐
欺の未然防止および交通安全などの講話を聴いて昼食会と
なります。食事後は、講話に関する話をしながら楽しい時間
を満喫しています。
これからも生き生
きと暮らしていける
地域の交流の場とし
て、楽しい時間を継
続していきたいと考
えています。

サロンだんち

〔主な活動場所：柏団地公民館、花畑〕

平成 28 年４月、旧老人会をサロンに変更しました。毎月
第４土曜日を定例会としていますが、社協の出前トークを受
けるときは臨時開催もあります。活動内容は、いきいき健康
体操・食事と語らい・カラオケの３つが定番ですが、体力のあ
る人は花畑の管理もしてい
ます。
メンバーは、柏団地の高齢
者 10 人余りですが、東大
淀地区まちづくり協議会の
支援で、年３回「笑いヨガ」
を行うときは、他地区の人
も一緒に活動しています。

～台風 21 号被害からの早期復旧に向けて～

「伊勢市災害ボランティアセンター活動報告」
○浸 水被害に遭われた人が必要としている事の把握や家屋内の片付けな
ど、被災者の暮らしのニーズ（需要）を収集しました。
◦延べ 124 件のニーズを把握しました。
○県内に情報発信し、活動を希望するボランティアの受け付けを行いました。
◦延べ 458 人のボランティアを受け入れました。
○要望に合わせて、ボランティアが浸水した家屋で片付け活動をしました。
◦延べ 106 件の活動をしました。

〈平成 29 年 11 月 30 日 現在〉

ボランティアの活動の様子

支え合い・助け合い米支援事業へ
中川浩一…白米 30㎏

【ご協力をいただいた皆さま】 寄付
（敬称略・順不同）

10 月15 日～ 11月14 日

ありがとうございました
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カンパーニュ…こがしルーレ１本・シフォンケーキ（大）２個（小）１個・シュークリ
ーム 49 個、鳥羽市ボランティア連絡協議会…10,000 円、子育て応援０・１・２・３サ
ークル…5,000 円、鳥羽防災ボランティアほっと…5,000 円、有限会社オールスマイル・
ライク（旨家どんぐり）…5,000 円、株式会社山口工務店…文具一式、ダイナム御薗店
…10,000 円、匿名…お地蔵さん（布製）30 体

