
テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

1-➀ 2022年度 消費生活出前講座

・伊勢市消費生活センターの紹介。
・消費生活に関する講話～消費者被害から身を守るために～
　（センターに寄せられた相談事例も紹介）
・消費生活に関するDVD
※1）時間によりすべての内容を実施しないことがあります。
※2）希望日の1ヵ月前までにお申込ください。

60分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢市消費生活センター
（伊勢市役所本庁舎　東館3階
商工労政課内）
TEL：0596-21-5717
平日　午前9時～正午
　　　午後1時～午後4時

1-②
出前講座「身近で発生してい
る消費者被害や特殊詐欺と防
止策」

国民生活センターや公正取引委員会が発信している消費者被害に関
する情報や対策をお伝えします。また、不安に感じた時や被害に
あった時の相談窓口をご紹介します。地域の無料相談会などの情報
もお伝えします。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　生活協同組合コープみえ）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

生活協同組合コープみえ
組織活動推進部　組織活動推進課
コープくらしの相談窓口
（津市羽所町379）
TEL：059-271-8506
FAX：059-222-5026

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

2-➀
よりよい人生を送るための終
活のススメ！

終活とは、人生のエンディングを考えておくことで残りの人生をよ
りよく生きていくための活動を言います。様々なテーマがありま
す。
①宗教、お墓・供養、葬儀のこと
②コミュニケーション術のこと
③エンディングノートについて
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　株式会社いせ典礼）

30分
～60分

無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

2-②
終活（相続・遺言書など）の
ススメ

元気な内に終活を意識、又は、ご準備いただくことでより良い人生
を送っていただく。又、万一のトラブルを防止する。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　行政書士やまぐち事務所)

３０分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

令和4年度　福祉出前トーク一覧（社協外）

1．悪質商法について

２．終活について
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テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

3-➀ 防災・防犯講習会

市は防災・防犯に関して、ご希望の皆様のところに講師を派遣して
講習会を行っています。
【防災講習】
「地震・風水害等自然災害に関する知識」、「伊勢市の被害想
定」、「災害への備え」、「避難所運営」など。
【防犯講習】
身近で起きている犯罪対策、伊勢警察署・生活安全協会等と共同に
よる寸劇や映像を取り入れ、わかりやすく解説します。

30分
～60分

無料

伊勢市危機管理部 危機管理課
（伊勢市岩渕1-7-29）
TEL：0596-21-5523・5524
FAX：0596-20-3151

3-②
安心して暮らせるまちづくり
出前講座

自主防犯・交通安全活動など、安全で安心なまちづくりの取組をさ
らに拡げるとともに、活動の参考としていただくため、県では『安
心して暮らせるまちづくり出前講座』を実施しています。
県内のさまざまな安全・安心に向けた活動事例や、防犯カメラ設置
等に関する基本的な知識等について、県職員が出向いてお話しま
す。

20分～60分
※希望に応じて

変更可
無料

三重県環境生活部 くらし・交通安全課
 くらし安全班
（津市広明町13）
TEL：059-224-2664
FAX：059-224-3069

3-③ 寄り添う心 よりこ出前講座

三重県では、平成27年6月に「みえ性暴力被害者支援センター より
こ」を開設し、性犯罪・性暴力被害に関する相談支援を行っていま
す。「よりこ」の取組や活動、「よりこ」にできることなどについ
て県職員が出向いてお話します。どうぞご利用ください。

10分～60分
※希望に応じて

変更可
無料

三重県環境生活部 くらし・交通安全課
 くらし安全班
（津市広明町13）
TEL：059-224-2664
FAX：059-224-3069

3-④ 犯罪被害者等の支援について

三重県では、平成31年4月1日に「三重県犯罪被害者等支援条例」を
施行し、犯罪被害にあわれた方やそのご家族、ご遺族がさまざまな
被害から立ち直り、早期に平穏な生活を営むことができるようにす
るための取組（「三重県犯罪被害者等見舞金制度」等）や活動を
行っているところです。『犯罪被害にあわれた方やご家族等に寄り
添い、温かく支え合う地域社会の実現』には、多くの機関、団体等
の皆様に、支援の必要性等について正しく理解していただくことが
重要であると考えています。社会全体で支援するための必要な取組
や活動等について、県職員が出前講座を実施いたしますので、どう
ぞご利用ください。

10分～60分
※希望に応じて

変更可
無料

三重県環境生活部 くらし・交通安全課
 くらし安全班
（津市広明町13）
TEL：059-224-2664
FAX：059-224-3069

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

4-➀
出前講座・コープまなびのわ
みんなで一緒に考える＊食の
安全と安心

食と健康にかかわるリスクや、食品添加物に関わる情報をお伝えし
ます。リスクとは～食品添加物の役割～食品添加物のリスク評価～
リスクランキング情報～生協の食と健康づくりの指針
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　生活協同組合コープみえ）

30分
～60分

無料

生活協同組合コープみえ
組織活動推進部　組織活動推進課
（津市羽所町379）
TEL：059-271-8503
FAX：059-222-5217

３．防災・防犯・被害者支援について

４．食育、栄養について
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4-② 低栄養について
低栄養の危険性や予防などを管理栄養士が解説します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業 　(株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

4-③
食べ物クイズ～意外と知られ
ていない食事の雑学～

クイズ形式で食事の雑学を管理栄養士がお話します。
※希望があればレシピなどを配布します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業 　(株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

4-④ 健
け ん

腸
ちょう

長寿
ち ょ う じ ゅ

！「おなかの健康」

おなかにすむ菌、からだの仕組み、理想的な排便習慣や健康のため
の秘訣について、模型を使いながらお話します。
以前にご利用いただいた団体様も、話の内容を変えてお伺いしま
す。
ご希望に応じてヤクルト商品の『試飲会』（+15分程度）も開催でき
ます。ぜひご利用ください。
※実施日：月～金（土日は休み）
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　三重ヤクルト販売(株)）

30分～60分
※希望に応じて

変更可
無料

三重ヤクルト販売株式会社
（津市あのつ台4-6-2）
TEL：059-271-8960
FAX：059-271-8963

4-⑤
食事・栄養について知ろう！

管理栄養士が栄養や食育をテーマにクイズなど交えてお話ししま
す。
(例)健康寿命を延ばす食事、食べ物クイズ、朝ご飯についてなど。
希望日の1ヶ月前までにはお申込みください。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　中北薬品(株)伊勢支店）

20分
～45分

無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

5-➀ 食中毒について
国家資格を持った管理栄養士が食中毒について解説します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業 　(株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

5-②
食中毒～基礎知識・種類・予
防～

食中毒について薬剤師から解説します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業 　(株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

５・食中毒について
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6-①
みんなで気を付けよう熱中症
対策

熱中症って何？、熱中症を疑うときにどうするか、日常生活での注
意事項、熱中症対策
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　イオン薬局　伊勢店）

15分～30分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

7-①
簡単な介護予防体操・レクリ
エーション

簡単な介護予防体操・レクリエーションの説明を分かりやすく行
い、参加者と一緒に実施します。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ登録団体　介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞはなばたけ）

30分
～60分

無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

7-②
いきいき健康体操
（簡易健康チェック有）

いつまでも元気に生活するために、体を動かし筋肉を鍛えることが
大切です。健康づくりの為にストレッチをはじめ、筋力維持に効果
のある体操、簡易な健康チェック【足の指の力測定】等を参加者の
みなさんと一緒に実施していきます。
※実施日は月～金です（土日・祝日は休みとさせていただきま
す。）
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　みえ医療福祉生活協同組
合）

60分
無料

みえ医療福祉生活協同組合
組織部（伊勢市浦口4-2-13）
TEL：0596-24-7141
FAX：0596-23-4716

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

8-①
生活習慣病を知ろう！
予防と付き合い方について

高血圧症や糖尿病など生活習慣病について学び、どのように付き合
い予防していけばよいのか看護師よりお話をさせていただきます。
※実施日は月～金です（土日・祝日は休みとさせていただきま
す。）
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　みえ医療福祉生活協同組
合）

30分
～60分 無料

みえ医療福祉生活協同組合
組織部（伊勢市浦口4-2-13）
TEL：0596-24-7141
FAX：0596-23-4716

8-② 知っておきたい血圧のハナシ
血圧についての講座。血圧と病気の関係、血圧の測り方、日常生活
で気を付けること、血圧のお薬について。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　イオン薬局　伊勢店）

15分～30分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

７．軽体操・レクリエーション

８．生活習慣病について

６．熱中症について
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テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

9-① 介護保険講座

市は介護保険制度に関して、ご希望の皆様のところに講師を派遣し
て出前講座を行っています。
介護保険制度や介護サービスを利用するにあたっての手続きの流れ
などを分かりやすくご説明します。

30分
～60分

無料

伊勢市健康福祉部 介護保険課
（伊勢市岩渕1-7-29）
TEL：0596-21-5560
FAX：0596-20-8555

9-②
介護が必要になっても認知症
になっても住み慣れた地域で
生活していく為に

介護について、認知症についての基本的な知識を共有しながら、介
護が必要な方、認知症の方を地域で支えていく為に、何をすべきか
について実践事例を交えながらお話させていただきます。
※希望に応じて、認知症予防体操も行います。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　有限会社くろべ）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

9-③ 生活のお困りごとについて

免許証を返納した後の移動手段についてのお悩み相談や、介護が必
要となるきっかけについてのお話をさせていただきます。
※実施日は月～金です（土日・祝日は休みとさせていただきま
す。）
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　みえ医療福祉生活協同組
合）

30分
～40分 無料

みえ医療福祉生活協同組合
組織部（伊勢市浦口4-2-13）
TEL：0596-24-7141
FAX：0596-23-4716

9-④
FPが推奨する介護の備え

ある日突然やってくる介護に備えて、民間の介護保険で保障を用意
すべきなのか、不動産や金融商品などで資産運用を行うべきなの
か、何もしない方が良いのか。
人に騙されたり、判断を誤ったりして後悔することがないよう、
ファイナンシャル・プランナー（FP）が初心者向けに判断材料を提
供します。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　株式会社ﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄ）

30～60分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

10-①
お薬と健康食品・サプリメン
トの飲み合わせ

飲み合わせによって相互作用が引き起こす薬の効き目の変化や副作
用、飲み合わせのリスク軽減につながるお薬手帳の必要性やメリッ
トについて薬剤師が解説します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　 (株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

９．介護、認知症について

１０．お薬について
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10-②
お薬クイズ～お薬の管理方法
や使用方法について～

クイズ形式でお薬に関する内容を薬剤師がお話します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　 (株)メディカルリンク）

45分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

10-③
誤薬対策と薬の取り扱いにつ
いて

間違ってお薬を飲まないための注意点やお薬の正しい取り扱いにつ
いて薬剤師が解説します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業 　(株)メディカルリンク）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

10-④
お薬手帳って知っています
か？

お薬手帳を持つことのメリットや意外と知らないお薬手帳の活用方
法などを薬剤師がお話します。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　 (株)メディカルリンク）

45分
※希望に応じて

変更可
無料

株式会社メディカルリンク 大湊薬局
伊勢市大湊町812-3
担当：森本
TEL：0596-63-8063
FAX：0596-63-8064

10-⑤ おくすり手帳について
おくすり手帳って何？良いことやおくすり手帳の活用方法、スマー
トフォンアプリ電子おくすり手帳とその使い方について。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　イオン薬局　伊勢店）

15分～30分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

10-⑥ くすりと食事　講座
薬剤師によるくすりと食事講座。睡眠薬・高血圧の薬・総合感冒
薬・胃薬・アスピリン・骨粗鬆症治療薬・・・
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　イオン薬局　伊勢店）

15分～30分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

10-⑦ 薬物乱用防止講座
薬剤師による薬物乱用防止講座、くすりの働きについて、薬物乱用
とは？、薬物使用の誘われ方・断り方。おさらいクイズ。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　イオン薬局　伊勢店）

15分～30分 無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

10-⑧
お薬・健康についての出前講
座

・お薬の正しい飲み方・使い方
・お薬の飲み合わせについて
・各病気に関する知識
・病気の予防・健康維持について
・災害時への備えについて
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録団体　伊勢薬剤師会）

30分～60分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢薬剤師会事務局
（伊勢市楠部町３０３９）
TEL : 0596-20-0133
FAX : 0596-20-0134

10-⑨ 薬剤師による講座・フェア

①薬局講座（内容：お薬の飲み方、薬局在宅など）

②健康フェア（内容：血管年齢測定、血圧測定、お薬相談など
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝ薬局日赤前
店）

30分～60分程
度

無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・ げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください
平日　夕方以降～
土曜日　午後2時以降～
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テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

11-①
手洗い勉強会

手洗いの必要性、正しい方法で行う事の重要性の説明。
手洗いチェッカーを用いて普段の手洗いでどのくらいの汚れが落ち
ているのかをチェックし、正しい手洗い方法を覚える。速乾性アル
コール手指消毒剤の使用時のポイントと手荒れ対策もお伝えしま
す。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　中北薬品(株)伊勢支店）

40分
～60分

無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

12-① 『健活セミナー』

健康を「知る・つくる・続ける」をテーマに、専門講師のセミナー
や各種測定器等による体験機会を提供します。希望者には健康習慣
改善のための動画を継続的に配信するサポートがあります。
＜健康を知る：簡単テストで状態を確認＞
・ベジチェック：不足がちな野菜摂取量を手のひらで測定します。
・血管年齢測定：血管年齢（硬さ）を指先一つで判定します。
・ロコモテスト：運動機能の確認を通じて介護リスクを判定しま
す。
・血中酸素濃度：呼吸器（肺）の状態を指先一つで測定します。
（伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業
　　　明治安田生命保険相互会社　伊勢神宮前営業所）

60分
※希望に応じて

変更可
無料

≪内容に関する問合せ先≫
明治安田生命生命保険相互会社
伊勢神宮前営業所
TEL：0596-20-8355
≪申込先≫
伊勢市社会福祉協議会本所・各支所
「福祉出前トーク」申込書（様式第1
号）にて申込みください。

テーマNo. 講座名 内　容 所用時間 費用 問合せ・申込先

13-① 福祉車両の使い方講座

ダイハツの福祉車両「タントスローパー」を用いて、車いすの乗降
体験を行います。介護する側とされる側を交代して体験し、福祉車
両の正しい使い方を学んでいただきます。
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　三重ダイハツ販売(株)）

40分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

１３．福祉車両、自動車運転について

１１．手洗いによる感染症予防

１２．健康セミナー
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13-② 安全運転講座

皆さんの自動車運転は自己流になっていませんか？
意外と忘れがちな安全運転のための基本をお話しいたします。実際
の車を使用して、正しい運転姿勢と車の死角を確認していただきま
す。
また、サポカーの試乗を行い、「衝突被害軽減ブレーキ」や「ペダ
ル踏み間違い急発進等抑制装置」をご体験いただきます。
※舗装されている広い場所が必要です
(伊勢市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ地域貢献登録企業　三重ダイハツ販売(株))

60分
※希望に応じて

変更可
無料

伊勢市社会福祉協議会
地域福祉課・各支所 ・げんここるーむ
「出前トーク」申込書(様式第１号）に
て申し込みください

問合せ・
　申込先

 福祉出前トークのお問い合わせ、申し込みは、お近くの社会福祉協議会まで
～社会福祉法人　伊勢市社会福祉協議会～
●地域福祉課　地域福祉係　伊勢市八日市場町１３－１（伊勢市福祉健康センター内）  　      TEL６３－５３３４　FAX２７－２４１２
●東部支所　　地域福祉係　伊勢市二見町茶屋４５６－２（二見ふれあいプラザ内） 　 　      TEL４３－５５５１　FAX４３－４４２７
●西部支所　　地域福祉係　伊勢市小俣町元町５３６（小俣保健センター内）　　 　　 　      TEL２７－０５０９　FAX２７－０５７０
●北部支所　　地域福祉係　伊勢市御薗町長屋２７６７（ハートプラザみその北側事務所棟）　TEL２２－６６１７　FAX２２－６６０４
●げんここるーむ　伊勢市小木町曽祢５３８（イオンタウン伊勢ララパーク２階）　　　　　   TEL６３－６３７０　FAX６５－６１２１
　　　　　　　　　※4月27（水）～6月30日（木）までハートプラザみその2階へ一時移転します。
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