
時とき　所ところ　対対象　内内容　定定員　申申し込み 問問い合わせ

社協はげんきな
　　 こころ応援します

●伊勢社協マスコットキャラクター
げんきくん こころちゃん https://ise-shakyo.jp伊勢社協 検  索

「げんここ
地域福祉通信」は、
地域福祉情報を
お伝えする
コーナーです。 んん ここここげげ

Vol.44
地域福祉通信地域福祉通信

伊勢市 福祉生活相談センター　☎21-5712　FAX 21-5555

東部支所（二見町茶屋456-2） ☎43-5551　FAX 43-4427
西部支所（小俣町元町536） ☎27-0509　FAX 27-0570
北部支所（御薗町長屋2767） ☎22-6617　FAX 22-6604

中部支所（八日市場町13-1） ☎27-2425　FAX 27-2412

伊勢市ボランティアセンター・げんここるーむ（小木町曽祢538）
〔イオンタウン伊勢ララパーク・1階〕 ☎63-6370　FAX 65-6121

生活サポートセンターあゆみ（八日市場町13-1）
〔福祉健康センター・1階〕 ☎63-5224　FAX 27-2412
地域福祉係 ☎63-5334　FAX 27-2415
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おいない「かどや」

コミュニティカフェ「このは」

新しい地域のつどいの場を紹介
地域活動支援センター

　２カ月かけて、みんな
で改装しました！

　認知症の人やその家族、
外へ出ることに戸惑いがあ
る人にも来てほしいです！

　人との出会い
やご縁は、お金
では買えないの
で、やり始めて
良かったです！

まぁ、おいない！お茶でも飲んできない～♡

時　毎週木曜日、13:00 ～ 16:00
所　旧⻆谷商店（ＪＡ伊勢 伊勢北部支店村松近く〔村松町3926-2〕）

時　毎月第１木曜日、10:00 ～ 12:00
所　小俣保健センター・２階（小俣町元町536）

みんとは、創作活動や個別活動を通して、安心して過ごせる居場所です。
みんなと一緒に楽しい時間を過ごしませんか。

笑 顔 が い っ ぱ い

＜利用までの流れ＞

参加者の声

対　障害福祉サービス受給者証の交付を受けている人（★）
時・内　下の～今後の活動予定～のとおり
所　福祉健康センター（八日市場町 13-1）
利用料　125円／回　※活動内容により、別途実費負担が必要な場合があります。

市役所
（高齢・障がい福祉課）へ

利用相談・申請

（★）
障害福祉サービス
受給者証交付

伊勢市
社会福祉協議会
と契約

（★）障害者手帳を持っている人・難病の人・自立支援医療利用中の人・障害年金受給中の人
 　  などが申請できます。申請から受給者証の交付まで１・２週間程度かかります。

　きれいなバラを見る
ことができて、気分転
換ができました♪

　みんなで軽い運動
ができて、ストレスの
発散ができました！

11月21日㈪、パソコン勉強会
12月19日㈪、クリスマス会（調理）

神宮ばら園・おかげ横丁散策

小運動会

○伊勢市社会福祉協議会 地域活動支援センターみんと
　☎ 63-8550　  27-2412
○伊勢市役所 高齢・障がい福祉課
　☎ 21-5558　  20-8555

「みんと」
利用開始

～今後の活動予定～

※時間はいずれも、14:30～16:30です。

参加者の声

FAX

FAX

問

　気軽にみんなが集まれる場所があったらいいなという思いか
ら、７月にオープンしました。
　おいない「かどや」は、北浜まちづくり会議が主体となって、村
松町内の中心にある商店だった建物を活用しています。地域住民
の子どもの頃からの思い出の場所は、居心地の良さがうれしい、
子どもたちも気軽に立ち寄って談笑できる場所になっています。

　ボランティア入門講座を受講した４人が、８月に立ち上げました。
　誰でも参加できて、お菓子作りをしたり、出前トークを聞いたり、いろ
いろなことを楽しみながら、自然と会話が弾む場になっています。

薬局さんの協力で、
お薬相談・血圧測定
もあります
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