
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.34
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

伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会

しゅ し

【支援者からのメッセージ】

きっちん ぷろじぇくと

【プロジェクトのイメージ】

・クラウドファンディング
　（インターネット上などでの寄付）
・伊勢市社会福祉協議会 食事提供の飲食店など

支援者
（個人・団体）

学習支援に通う子どもたち
（週１回）

　皆さまからいただいた支援金は、一部手数料などを引いた金額を、
学習支援に通う子どもたちのお弁当の提供に使わせていただきます。

今後も継続支援していくため、指定寄付は社協各支所で随時受け付けしております。   よろしくお願いいたします。

♥ご支援・ご協力いただき、本当に ありがとうございました ! ☎63-5334　　27-2415　
　 iseshakyo-tiiki@mie.email.ne.jp

FAX

問い合わせ

　このような企画がある
ことをネットで知り、参加
させていただきました。

　大人になったとき、
伊勢で育って良かっ
たと感じてもらいた
いですね。

　未来ある子どもたち
のために、支援の輪が
もっと広がるよう願っ
ています。

　伊 勢で 育 つ 大
切な子どもたち。
たくさん食べて、
人に優しくできる
大人になってくだ
さい。

　故郷の子どもたちの支
えになればと思います。
応援しています。

　伊勢は毎年参拝し、第
２の故郷だと思っていま
す。伊勢の子どもたちが
一人で悩まず、伸び伸びと
育つようにと願いを込め
て支援します。

　身近にこんな問題があ
ることを知りませんでした。
子どもたちがおいしいご飯
を食べられますように。

キッチンプロジェクトの趣旨をご理解いただき、
心温まる弁当を届けてくれる皆さん（順不同）

味の来々軒、株式会社ダイム、有限会社魚勘、
有限会社キャリオン、株式会社ぎゅーとら、
居酒場 cozaru、多市屋、和牛石アミ焼肉たまちゃん、
認定特定非営利活動法人ときわ会藍ちゃんの家、
津留野家、合資会社 二富士、自家製生めん ぱすた
Rakuen、個室･創作ダイニング パセプション、
PURA VIDA、フレッシュみえかつ、中華飯店ワスケ

　月 1 回は以前と変わらず、
ボランティア団体の「伊勢友
の会」と「ほっと」が調理した
軽食が提供されています。

　伊勢っ子が安心して勉
学に励み、友 達と遊 び、
心と体を健全に成長させ
ることができる環境が整
うことを願っています。

Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｐｒｏｊｅｃｔ
クラウドファンディング

支援総額　4,851,385円／398人〔団体〕
（目標額300万円の161.7％達成）

✿ クラウドファンディング（令和３年８月１日～９月30日）3,078,000 円（292 件）

✿ 指 定 寄 付 金         （令和３年８月１日～11月30日現在）1,773,385 円（106 件）

伊勢市社会福祉協議会　地域福祉課
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