問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

第 104 号

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

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
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－

受賞おめでとうございました

伊勢市
社会福祉大会

１月 日、ハートプラザみ
そので、第 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
績のあった民生委員・児童委
員、ボランティア、社会福祉
団体役員、社会福祉施設職員
の 人と９団体が表彰されま
した。
また福祉講演会では、皇學
館大学教授の山路克文氏が、
「地域福祉計画・活動計画の
最近の動向を踏まえて」と題
して講演された他、皇學館大
学生の皆さんと社協職員で
「 わがまち伊勢 誰もが支え
合うまちの未来を考え合う 」
をテーマに意見を発表し、地
域課題の解決に向けて考えを
深めました。
49

受賞された皆さん（敬称略・順不同）

伊勢市市長感謝状
（11人・２団体）

◦西 榮二郎（厚生地区）

◦辻 篤子（手芸グループあじさい）

◦原 みゆき（南部地区）

◦藤井 法子（大湊高齢者通所センター「いこい」）

◦上村 博子（五十鈴地区）

◦岡 泰代（南部地区）

◦青木 いつ（大湊高齢者通所センター「いこい」）

◦中川 肇（厚生地区）

◦奥村 千嘉子（宮川地区）

◦浜口 静代（ふれあい会）

◦出口 昌子（港地区）

◦市原 美代子（倉田山地区）

○社会福祉団体役職員功労

○民生委員・児童委員功労

◦湯田

由佳里（港地区）

◦古谷

碩治（倉田山地区）

◦木本 雅代（伊勢市老人クラブ連合会二見地区連合会）
○社会福祉施設職員功労

◦荒木 里美（南部地区）

◦岩瀬 直二三（倉田山地区）

○ボランティア活動功労（個人）

◦青木 洋子（小俣地区）

◦白井 千春（社会福祉法人三重済美学院）

◦水谷 正（宮後自主防災隊）

◦楠田 滿喜子（小俣地区）

◦相田 章雄（特別養護老人ホーム伊勢あさま苑）

◦薗田 紀子（小俣町消費生活学級）

◦竹中 直良（小俣地区）

◦奥野 尚（特別養護老人ホーム伊勢あさま苑）

◦石㟢 凪子（小俣町消費生活学級）

◦芥川 喜久子（小俣地区）

◦中垣 牧子（特別養護老人ホーム伊勢あさま苑）

◦東山 やす子（伊勢てのひらの会）

◦長谷川 安二（五十鈴地区）

◦右京 奈美子（伊勢てのひらの会）

◦加藤 正彦（二見地区）

◦坂口 美代子（キッチンフレンド）

○ボランティア活動功労

三重県共同募金会伊勢市共同募金委員会
会長表彰
（７団体）

○ボランティア活動功労（団体）

◦吉川 みほ子（二見ひまわり）

◦陽だまり

◦髙屋 充子（「きれいな伊勢志摩づくり」連絡会議）

◦樫原町会自治会

◦花の郵便局

◦福井 輝夫（伊勢市ボランティア連絡協議会）

◦西豊浜町茶屋前

◦強力 修（セイラビリティ伊勢）

◦勢田町船江山自治会

伊勢市社会福祉協議会会長表彰
（38 人）

◦山縣 富美子（小俣陶芸サークル）

◦自由ヶ丘自治会

○民生委員・児童委員功労

◦北村

◦平賀 竹子（港地区）

◦藤原 輝子（グループもんちゃん）

◦中川 きよ（厚生地区）

◦久保 恭子（小俣町消費生活学級）

◦伊勢市立御薗中学校

◦辻 紀美子（厚生地区）

◦廣岡 豊子（小俣町消費生活学級）

◦三重県立伊勢高等学校

◦大橋 まゆみ（厚生地区）

◦山口 重男（ハートマジッククラブ）

◦北村 日出子（厚生地区）

◦山本 真弓（いきいき健康体操）

佳代子（グループもんちゃん）

○戸別募金

◦六軒屋自治会
○学校募金

、匿名…白米（20kg）
【ご協力をいただいた皆さま】 支え合い・助け合い米支援事業へ 清雲院…もち米（30kg）
（敬称略・順不同）

平成 29 年12 月15 日
～平成 30 年１月14 日

ありがとうございました

寄付 金曜あみもの同好会一同…15,000 円、明治安田生命保険相互会社津支店伊勢
神宮前営業所・いちよし証券株式会社伊勢支店…災害支援用タオル、伊勢フォークダン
ス協会…15,122 円、直樹…眼鏡型拡大鏡（１台）
、匿名…大根・卵・おでんの素など
広報いせ 平成30年３月１日号
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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

ボランティア活動紹介

ＮＰＯ法人 三重音楽療法
地域推進協会（ＭＴちいき）

いきいきサロン・高齢者会食会

健康体操ふれあいの会

＜活動内容＞
せい
毎月第 3 日曜日開催の「ライブスペース勢の！」
など、地域に根ざした音楽活動や、年に数回音楽
療法の講演会・実技講習会などを開催しています。

〔主な活動場所：明野第５自治区集会所〕
地域の高齢者の孤立防止と、健康増進
を目的にサロンを開始して、間もなく４年
目を迎えます。活動内容は、健康体操の
他、春と秋には、市内の施設見学・買い物・食事会などの外出活動も
行っています。皆さんお互いに交流することを楽しみにしています。

＜活動のきっかけ＞
誰もが自分の地域で、健康に生き生きと暮ら
していたいと願っています。完全ではありませ
んが、音楽でなら、すぐにでもできることがた
くさんあると考えました。

辻久留１丁目会食友の会

＜活動していて良かったこと＞
「ライブスペース
勢の！」や講習会の
場をきっかけに、新
たな人と人とのつな
がりが生まれ、広が
り発展していくこと
です。

〔主な活動場所：辻久留公民館〕

明るい雰囲気の新築の公民館で、主に
第２水曜日に開催しています。毎回、食
事の前に健康体操や出前講座などお楽し
みの時間があり、体や頭をリフレッシュしています。
「みんなと食
べるお弁当は、お箸も進む」と、笑顔が絶えない和やかな時間を過
ごしています。

返信

八日市場町 13－1
伊勢市
社会福祉協議会
伊勢支所
はつらつ教室
担当者宛

何も記入しないで
ください

①教室名
②氏名（ふりがな）

住

所

氏

名

③住所
④電話番号（携帯電話）

様

⑤生年月日

30

33

⑥性別

30

福祉健康センター

〒○○○－○○○○

62

往信

往信用 裏

平成 年度はつらつ教室

〒 516 － 0076

返信用 表

受講者募集

62

返信用 裏

平成 年度の各教室受講者
を募集します。
教室名・講師・とき・回数・
定員・期間 下表のとおり
対象 市内在住の昭和 年４
月１日までに生まれた人（満
歳以上の人）
ところ 福祉健康センター
60

往復はがきの書き方
往信用 表

活動紹介

申し込み ３月８日㈭
（必着）
までに、往復はがきに必要事
項（上図参照）を記入し、伊
勢市社会福祉協議会伊勢支所
はつらつ教室担当者へ
※申し
 込みは、はがき１枚に
つき１教室とし、１人２教
室までとします。
※平成
年度に

参加した同じ
教室名の教室
には参加でき
ません。
※健康
 体操に応
募 す る 場 合、
１部か２部の
どちらかを選
んでください。
※開講
 日時が重
複する教室が
ありますので、
確認の上申し
込んでくださ
い。
※都合
 により開
講日を変更す
る場合があり
ます。
29

平成 30 年度 はつらつ教室
絵手紙教室
手芸教室

とき

回数

定員

村井 朋子

第 3 水曜日

9:30 ～ 11:30 12 回 24 人

安井 貞子

第 2･4 木曜日

9:30 ～ 11:30 24 回 24 人

安井 貞子

第 1･3 金曜日

9:30 ～ 11:30 24 回 24 人

健康体操教室（１部） 山本 麻里

第 1･3 水曜日 10:00 ～ 11:00 24 回 50 人

健康体操教室（２部） 山本 麻里

第 1･3 水曜日 11:15 ～ 12:15 24 回 50 人

やさしいヨガ教室

TAM I KO

第 1･3 木曜日

9:30 ～ 10:30 24 回 50 人

健康太極拳教室

山中 正子

第 4 木曜日

9:30 ～ 11:00 12 回 50 人

はじめての合唱教室 小川 智津留

第 4 金曜日

10:00 ～ 12:00 12 回 40 人

やさしい手話教室

第 2 火曜日

10:00 ～ 12:00 12 回 15 人

大屋 眞理子

期間

４月
平成 31年
３月

村林 恵子

第 1･3 水曜日 10:00 ～ 12:00 12 回 24 人

村林 恵子

第 1･3 金曜日 13:00 ～ 15:00 12 回 24 人

4月

はじめての囲碁教室

森下 誠

第 2･4 火曜日 10:00 ～ 12:00 12 回 18 人

健康体操土曜日教室

山本 麻里

第 1･3 土曜日 10:00 ～ 11:00 12 回 40 人

9月

広報いせ 平成30年３月１日号

～

筆ペン教室
ペン習字教室

※申し
 込み多数の場合は抽選
とし、定員の半数に満たな
い場合は開講しませんので
ご了承ください。
問い合わせ 社会福祉協議会
伊勢支所

編物教室

17

（敬称略）

講師

～

教室名

