
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
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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・2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
地域福祉課 ☎63-5334　FAX 27-2415
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教室名 講師名（敬称略） と　き 回数

パソコン
（肢体不自由者）

オーピーエス

第 2・4火曜日
第 1・3水曜日
第 1・3金曜日

13：00～ 15：00 24回

パソコン
（聴覚障がい者） 第 2・4水曜日 13：00～ 15：00 24回

パソコンアートで遊ぼう 第 4金曜日 13：00～ 15：00 12回

パソコン
（肢体不自由者） 浜辺　繁幸 第 1・3土曜日 10：00～ 12：00 24回

パソコン
（視覚障がい者） 森田　里佳 第 1・3木曜日 13：00～ 15：00 24回

茶華道 池田　洋子
第３火曜日
奇数月…華道
偶数月…茶道

10：30～ 12：00 12回

かんたんクッキング 池田　洋子 第 3火曜日 13：00～ 15：00 12回

筆ペン 村林　恵子 第 4木曜日 13：00～ 15：00 12回

セルフトレーニング 大川　進也 第 3日曜日 9：30～ 11：30 12回

絵手紙 村井　朋子 第 1火曜日 13：00～ 15：00 12回

音楽セラピーケア S
サ ト コ
ATOKO 第 4土曜日 14：00～ 16：00 12回

作業をしていると、働いていないことに対
する不安を感じることも少なくなります。

しばらく働いていなかったので、就労に
向けての良いリハビリになっています。

　　　　　　生活サポートセンターあゆみ
☎63-5224  　  27-2412
　 ise-cswsp@mie.email.ne.jp

FAX

問い合わせ

　伊勢市生活サポートセンターあゆみでは、「働きづらさ」を抱えた皆さんに対し
て、一人一人に合わせた就労体験を提案し、就職に向けてのサポートをする中間
的就労事業を行っています。

利用を希望する
人は、気軽に

相談してください。

まずは第一歩！
あなたの「やってみたい」を応援します！中間的就労

事業

ほっぷ
令和４年度身体障害者デイサービス参加者募集

～こんな人が利用しています～
～中間的就労から就職へ～

主な体験内容

～体験者の声～

パソコン

かんたんクッキング

絵手紙

茶華道

音楽セラピーケア 筆ペン

・人と関わることや、コミュニケーションが苦手
・働くことに自信がない
・すぐに就職活動をすることに不安がある

など　

中間的就労
（就労体験）

福祉作業所※

就職（一般雇用・障がい者雇用）

※福祉作業所とは、現在、一般雇用の就労が合わない障がい者の皆さんに、日中活動の場
　として、自立した日常生活または社会生活をすることを目的とした支援付きの職場です。

※随時受け付けをしています。年度途中でも申し込みできます。
※参加希望者が少ない教室は、開催しない場合があります。
※講師の都合などにより、日程を変更する場合があります。

★体験場所は「福祉健康センター」や「ほっぷハウス」などです。

これまでに27人が体験し、
４人が就職、８人が福祉作業所の

利用につながりました。

静かな環境で、
安心して就労体験ができる

場所があります。

　絵手紙は、
子どもや孫に
送っています♬

茶華道で、
楽しいひとときを
過ごしています。

視覚障がい者です。
ラジオ番組への

投稿はがきを作ったり、
YouTubeを聴いたりして

楽しいです♬

先生が
優しく丁寧に
教えてくれます。

清　掃 内　職

その他
小物作りなど

福祉健康センター内にある
「コーヒーの店スマイル」で、
接客などの体験もできます。

カフェ体験

外に出る良い機会になっています。

ほっぷハウ
ス

教室名・講師名・とき・回数　下表のとおり
と  こ  ろ　福祉健康センター（八日市場町13-1）
対　　象　身体障害者手帳の交付を受けている人
料　　金　無料（別途教材費などが必要な教室があります）
申し込み　伊勢市社会福祉協議会 中部支所
　　　　　（☎27-2425　　27-2412）FAX

ユーチューブ

♬
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