わ

※この制度は個人・団体のみを対象とするものです。

ボランティア登録および企業登録に興味・関心のある人
はお気軽に同センター（☎ 63－6370
63－6371）
へ問い合わせてください。

今月の

高齢者
会食会

西高齢者ふれあい会食会

●主な活動場所：西コミュニティセンター（二見町）

毎月第４水曜日に
開催しています。食
事の前に講習会、健
康体操、ゲームなど
で体や頭を使ってい
ます。
皆さんこの日を楽
しみにしています。

愉快なマジックショー

20

日㈰開催！

4 月 1 日㈰～平成 31 年 3 月 31 日㈰

回ふれあい広場 ５月

補償期間


第

無償で活動するボラン
Ａプラン
Ｂプラン
ティア活動中の事故・ケ
基本タイプ 350 円／人 510 円／人
ガに対する損害賠償責
任を補償する保険です。 天災タイプ 500 円／人 710 円／人

フリーマーケット出店者募集！

ボランティア活動中のリスクに対応するボランティア活動保険
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ボランティア活動に対する
意識啓発を行うことを目的に、
毎年５月に開催する恒例の
「ふ
れあい広場」
。
人気のショーやお菓子まき
などが予定されており、楽し
い１日になることと思います。
今年もフリーマーケットの
出店者を募集します。家庭に
ある不用な物や、手作り品な
どを販売して、一緒に会場を
盛り上げましょう。

～ボランティア活動を快適に～

介し、充実した地域貢献活動
に取り組んでいただくことを
目的に企業登録を推進してい
ます。
登録すると、こんな支援が
受けられます
◦活動場所の紹介
◦作成した報告書などの配置
◦ホームページや
ＳＮＳ、広報紙などで
活動紹介…など

「 ボ ラ ン テ ィ ア 登 録 」を し ま せ ん か ！

伊勢市ボランティアセンタ
ーでは、ボランティア活動が
スムーズに、より快適に行わ
れるように、ボランティア活
動を行う個人・団体の皆さん
にボランティアの登録を推進
しています。登録をすると、
活動場所の提供（会議室の無
料提供）や各種助成が受けら
れます。
さらに昨年度からは、市内
で地域貢献活動に取り組んで
いる企業・事業所などを対象
に、活動内容・場所などを紹
お気軽に
ご相談
ください。

昨年のふれあい広場
上：ストロー飛行機
飛ばし
下：出店

【フリーマーケット出店者募集要項】

時 ５月 20 日㈰、10:00 ～ 13:30（雨天中止）
所 二見老人福祉センター前駐車場
内 出店スペース：間口 2.5m ×奥行き 1.5m 以内

募集数：10 ブース（先着順）
出店料：500 円（当日徴収）

申 	４月２日㈪～ 20 日㈮に電話またはファクスで

社会福祉協議会東部支所内・ふれあい広場実行
委員会事務局（☎ 43－5551
43－4427）へ

今月の

いきいき
サロン

フリースペースわげん

●主な活動場所：カトリック伊勢教会（岡本）

心に不安や病気を
抱 え た 人 を は じ め、
どなたでも自由に集
える憩いの場とし
て、10 年前にスター
トしました。
市役所前にある教
会 聖 堂 内 の 和 室 で、
毎月第１金曜日の 14
時～ 16 時まで開催しています。宗教の勧誘は行ってい
ませんし、見学も自由です。お茶を飲みながら、みんな
とゆっくり過ごしませんか？

※これらの活動は地域福祉活動計画推進事業
（社協会費）
と赤い羽根共同募金配分金事業により実施しています。

広報いせ 平成30年４月１日号
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社協だよりは、
伊勢市社会福祉協議会が
毎月発行する、福祉情報を
お知らせする
広報紙です。
●伊勢社協
マスコットキャラクター
みんなが、
「元気で優しい
心で生きていくことがで
きるよう」にという、思
いを込めて誕生しました。

105
時 とき

所 ところ

お知らせ
４月１日から次のとおり変更になります。
◯名称変更（電話番号、ファクス、E メールは変更ありません）
伊勢支所➡中部支所 二見支所➡東部支所
小俣支所➡西部支所 御薗支所➡北部支所

対 対象

内 内容

定 定員

申 申し込み

問 問い合わせ

あなたの
を
」
「働きたい
応援します！

◯運営開始 伊勢市障害者西地域相談支援センターは
西部支所で運営を開始します。

伊勢市生活サポートセンター

伊勢市ボランティアセンター

あゆみ（無料職業紹介所）のご案内

メルマガ読者募集中！

「配信情報」 ボ
 ランティア情報、イベント・講座、助成金、災
害ボランティア など
「登録方法」
①下の二次元コードを読み取るか、 ise-vc@mamail.jp へ
空メール（件名・本文がないメール）を送信してください。

※空メールが送信できない機種の場合は、本文に「入会」の二文字の
みを入力して送信してください。
※空メールのつもりでも、空メールになっていない場合があります。
自動署名機能が「オン」になっていると空メールになりません。入会
の時だけ一時的にその機能を「オフ」にしてください。

あゆみの取り組みの一つと
して、働きづらさを抱える人
の課題が一人一人異なるため、
昨年 月１日に無料職業紹介
所を開設しました。
あゆみの自立相談支援員が
本人の希望を踏まえ、支援計
画を立て、就労につながるよ
うに取り組みます。
具体的には、就労支援員な
どが、市内の求職者（就労訓
練などが必要な人）にステッ
プアップの一つとして、ハロ
ーワークの求人情報を提供し
たり、無料職業紹介所登録事
業者の就労体験や認定就労な
どを紹介したりします。

電子メール（Ｅメール）で皆さんの携帯電話やパソコンへボラ
ンティアに関する情報をお届けします。
「メルマガ」ならではの「旬の情報」がキャッチできます！

11

③メールの内容を読み、本文の最後尾にあるリンクをクリック
してください。プロフィル入力画面が表示されます。

※ロック機能が「オン」になっていると、リンクをクリックできない
場合があります。その際はロックを解除してください。

④氏名などのプロフィル情報を入力し、登録するボタンをクリ
ックしてください。登録完了画面が表示されます。
＊読み取りコードはこちら！

ise-vc@mamail.jp

関心のある人はお気軽に同センター
63 － 6371）へ
（☎ 63 － 6370
問い合わせてください。

寄付をいただいた皆さま
（敬称略・順不同）

１月16日～２月15日

ありがとうございました
前田満里子…電気ストーブ、
カンパーニュ…シュークリ
ーム（117 個）
、匿名…30㎝
デコレーションケーキ（１
台）、匿名…お地蔵さん〔布
製〕（30 体）
、浦夫妻の金婚
式記念…50,000 円、匿名…
お菓子 15 袋、生活協同組合
コープみえ伊勢センター…
調整豆乳６個・黒豆２袋、匿
名…冷蔵庫・洗濯機など家電
製品一式
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人材を求め
ている人
求人
申し込み

雇用契約
紹介 紹介

仕事を探し
ている人
求職
申し込み

伊勢市生活
サポートセンターあゆみ
無料職業紹介所

必要に応じて、求人事業所
との間に立ち、より身近で細
やかなところに気を配りなが
ら就労支援を行っています。
仕事を探している人やその
家族、人材を求め
て い る 事 業 所 は、
相談してください。

②数秒後に「入会お礼メール」が返信されます。

※入会お礼メールが返信されてこない場合は、迷惑メール防止機能の
設定を確認してください。

問 伊勢市生活サポートセンターあゆみ

☎ 63－5224
27－2415
ise-cswsp@mie.email.ne.jp

【活動内容】
大湊町内 75 歳以上の独居または日中独居の人を対象に、毎
週月・金曜日の
10 時～ 15 時に開所しています。 ボランティ
さん
「ボランティア」
アスタッフは８時30分～ 16時30分に、
利用者が通所後、
問診・
健康チェック
・
健康体操
・
脳体操
・
歌唱
・
ティータイム
・
ものづく
大湊町高齢者通所センター
り・さよならの会など
「いこい」
の運営を支援しています。また、
「いこい」
昼食やおやつはスタッフの手作りで準備しています。

今月の

【活動のきっかけ】
住み慣れた町で高齢者の皆さんが安心して暮らせることを
願い開設しました。特に健康・食事面の支援に力を注ぎ、活
動をして 11年目になります。

野外でのお食事会

【活動していて良かったこと】
町民の皆さんとの交流を通して信頼関係が強くなり、町の
行事に参加協力することが多くなりました。団体としての活
動は、自然災害など緊急時の地域の力になることを期待され
ています。

