問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

第 103 号
伊勢市社会福祉協議会
（☎ 20－8610
20－8617）
iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
http://ise-shakyo.jp

第３回

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
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
御薗支所 御薗町長屋 2767
☎ 22－6617
22－6604

伊勢市福祉健康センターフェスティバル ～ひとから人へ～
「第３回伊勢市福祉健康センターフェスティバル」を開催します。
「ひとから人へ」をテーマに、同センターで開催している「はつらつ教室」の受講者と各利用団体による
ステージ発表や作品展示、伊勢うどん・ぜんざいなどの軽食の出店も予定しています。
子どもから高齢者まで楽しめるイベントを企画しています。皆さんの来場をお待ちしています。

と き

３月３日㈯･４日㈰、10：00 ～ 15：00（４日は作品展示のみ）

ところ 福祉健康センター

内 容 震災復興チャリティーバザー、神宮高倉山幼稚園児による合唱、明照浄済会の太鼓演奏、
伊勢地区歯科医師会による無料口腔がん検診
（４日午前のみ）
、人形劇、ボンボン作りなど

問い合わせ先 社会福祉協議会 伊勢支所
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ひとり親家庭支援事業
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小学校
入学お祝い会

（受
とき ３月 日㈯、 時～
け付けは９時 分～）
ところ ハートプラザみその・
多目的ホール
対象 市内在住の一人親家庭
で、平成 年度に小学校へ入
学する児童とその保護者（子
どもだけの参加は不可）
内容 楽しいゲーム、お祝い
品の贈呈
定員 先着 組
参加費 無料
申し込み ２月１日㈭～ 日
㈫に、電話で地域福祉課（☎
５３３４）へ
共催 伊勢市母子寡婦福祉会

－63

20

－43

22

20

第 回ふれあい広場
出展者 ス
･タッフを
募集

５月 日
㈰に開催予
定 の「 第
回ふれあい
広場」では、
より多くの
皆さんと一
緒に楽しめ
る祭りを目
指していま
す。
皆さんも、出展者 ス
･ タッ
フとして実行委員となり、楽
しい「ふれあい広場」を一緒
につくりませんか。一緒に楽
しむ仲間をお待ちしています。
対象 次の要件を全て満たす
団体・個人
◦福祉
「ふれあい広場」
 まつり
の目的に賛同できる
◦実行
 委員会の会議に参加で
きる
◦開催
 日の当日および前日準
備に参加できる
申し込み・問い合わせ先
社会福祉協議会二見支所内・
ふれあい広場実行委員会事務
局（ ☎
５ ５ ５ １、
４４２７）

－43
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昨年の様子
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㈲丸京家具

ボランティア活動紹介

古調伊勢音頭の会
＜活動内容＞
古調伊勢音頭の伝統を守り、継承に向け、月２
回の稽古とともに伊勢音頭に関わる研修会を行っ
ています。
また、他地区・他団体との交流を深めるために、
ボランティア活動やイベント行事に参加しています。
＜活動のきっかけ＞
古くから、荷物にならない伊勢土産として故郷
へ持ち帰られ、全国で唄い踊られている伊勢音頭。
当地伊勢でも今日、幾種類もの伊勢音頭が披露さ
れていますが、故畑嘉聞翁が伊勢の伊勢音頭として
発表した「古調伊勢音頭」への思いや歴史を再認識
し、後世へつなぐことを願い結成しました。
＜活動していて良かったこと＞
イベント行事に参加することで、
「やっぱり古調
伊勢音頭はいいなぁ」との声を聞くこと、多くの人
の 笑 顔 に 出 会 え る こ と、
また、他団体との交流の
機会が得られることです。
活動を通して会員同士の
信頼・絆が深まります。

五十鈴勢語庵

Bakery shop
pain de mie

中むら

第９ 回 社 会 福 祉 協 議 会
コミ ュ ニ テ ィ カ ッ プ

旨家どんぐり

Sharon

地域福祉に対し、より一層
の推進を図る目的で、 社か
ら合計２１７１５３円のご協
力をいただきました。

フラワーショップ
entto&grim

ご協力をいただいた企業など

伊勢おかき本舗

Ancient Age.

新人学童
軟式野球大会を開催

優勝した鵜方少年消防クラブ

AMAMILIVING

１月６日・７日、伊勢志摩地
域の チームによる熱戦が繰
り広げられ、鵜方少年消防ク
ラブが優勝し、準優勝は今一
色野球スポーツ少年団でした。
伊勢・鳥羽・志摩・玉城・
南伊勢の各社会福祉協議会お
よび中日新聞社より、賞状と
副賞 が贈られました。

～ご 協 力 あ り が と う ご ざ
いま し た ～

赤い羽根共同募金
「やさしいまち伊勢
プロジェクト」

伊勢市の企業などとの連携
協力により、寄付金付き商品
を企画し、多様な形で募金活
動を展開しました。
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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

黒瀬町ふれあいランチ会

〔主な活動場所：黒瀬町公民館〕

黒瀬町に会食会が発足し、５カ月が
経過しました。協力者による手作りの
看板、会場の飾り付けで和やかな雰囲気です。みんなでおし
ゃべりをしながら食事をした後は、誕生日会を行い、茶話会
へと続きます。
毎月第１火曜日・11 時～ 12 時頃まで活動しています。

修道健康友の会

〔主な活動場所：古市公民館〕
主に第４木曜日の 13 時 30 分に
スタートします。高齢者の触れ合
い、健康増進を目的に、独居の人（日
中独居の人）の孤立予防・介護予防に努めています。ストレッ
チから始まるリズムに合わせた健康体操で、心も体もリフレ
ッシュ。休憩中にはおしゃべりに花が咲きます。年に数回行
う外出で、さらに交流を深めています。

支え合い・助け合い米支援事業へ 匿名…白米・お茶（20kg）
寄付

生活協同組合コープみえ伊勢センター…全粒粉どうぶつビスケット（600 袋）
・野菜

【ご協力をいただいた皆さま】 飲料（５ケース）・コーン（22 缶）、株式会社ぎゅーとら…お菓子（3,000 点）・1,450 円、
（敬称略・順不同）

11月15 日～ 12 月14 日

ありがとうございました
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カンパーニュ…シュークリーム（19 個）
・こがしルーレ（３個）
、公益社団法人三重県宅地
建物取引業協会伊勢志摩支部…128,197 円、株式会社ダイナム御薗店…おもちゃ・雑貨・
生活用品（157 点）
、伊勢友の会…30,000 円、伊勢農協伊勢中央支店二見浦…6,876 円、
金曜あみもの同好会一同…15,000 円、匿名…アクリルたわし（70 個）
・毛糸ホルダー（10
個）
、匿名…食器類一式、匿名…コーンフレーク（１袋）
、匿名…袋菓子（16 袋）

