問い合わせ先

社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会
本

第 88 号

所 御薗町長屋 2767
☎ 20－8610   20－8617

伊勢支所 八日市場町13－1
☎ 27－2425   27－2412
二見支所 二見町茶屋 456－2
☎ 43－5551   43－4427
小俣支所 小俣町元町 536
☎ 27－0509   27－0570

伊勢市社会福祉協議会
（☎ 20－8610
20－8617）
iseshakyo-honsyo@mie.email.ne.jp
http://ise-shakyo.jp

御薗支所 御薗町長屋 2767
☎ 22－6617   22－6604

伊勢市ボランティアセンターフェスティバル
ファインド

ユア

ボランティア

～ f ind your v olunteer! 見つけよう あなたのボランティア～

「知る」
「体感」
「交流」 をコンセプトに、近年多様化しているボランティア活動の情報を提供し、
支え合いの意識を高め、市民の皆さんにボランティア活動へ積極的に参加してもらうことを目的に
開催します。
と き
ところ
内 容

11 月 26 日㈯、10 時～ 14 時
フードコートでは、
ハートプラザみその
多数のメニューが
味わえます！
◦ボランティアグループ約 40 団体
によるブース形式での活動紹介
◦各種体験ブース
（茶道体験、煙霧体験、給水体験）
◦ボランティア講座および熊本地震支援活動報告会
◦すてきな景品がゲットできるスタンプラリー
「ボラセン GO！
！」
（対象 小学６年生まで）など

定 員
300 人

福祉映画上映会＆
意見交換会

はいかい

認知症のドキュメン
タリー映画の上映と
意見交換会

①映画
 上映会「徘徊～ママ
リ ン 歳 の 夏 ～」 母 と

87

ひとり親家庭支援事業

30

18

親子でケーキ作り

月 日㈯、９時～

10

親子で直径 ㎝のモンブ

時（受け付けは８時 分

12

ランケーキを作ります。

娘のズレまくりの掛け合

ところ

12

とき

～）

いに思わず大爆笑！従来

ー映画のイメージを変え

）

ところ 学校法人伊勢学園

崎１丁目

る、大阪生まれの傑作ド

の認知症ドキュメンタリ

対象 市内在住のひとり親

キュメンタリーです。

－10
47

伊勢調理製菓専門学校（河

家庭の親子（小学生と親）

食事を楽しみながら認知

症についての意見交換会

をします。

②意見
 交換会 地域包括支
援センター職員を招いて、

12

※子ど
 ものみの参加はでき
ません。

人（先着順）

月 日㈪～

参加費 無料

定員

とき・ところ・定員・参加

②意見交換会

申し込み

費 下表のとおり

月７日㈪～

①映画上映会

11
14

12

福祉映画上映会＆意見交換会

月２日㈮に、電話で社会福

祉協議会本所へ

き

申し込み

月２日㈮に、電話で社会福

祉協議会本所へ

※就学
 前の子どもを同伴さ
せる場合は、託児所で子

ど も を 預 か り ま す。
（要

予約）

と

11

30

子どもから
大人まで
楽しめます

参加費

12 月６日㈫、
無料
（先着順）
ハートプラザみその
①1
 0時30分～ 11時50分 (受け付けは10時～ )、
昼食代
（①多目的ホール、②教養娯楽室） 30 人
②1
 2 時～ 13 時 30 分
（先着順） 800 円
広報いせ 平成28年11月1日号
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地域福祉活動計画推進事業
（社協会費） 赤い羽根共同募金配分金事業

いきいきサロン・高齢者会食会

西いきいき会
毎月第１日曜日に開催しています。ボランティ

活動紹介

二俣１丁目高齢者食事会
毎月中旬～下旬にかけて月１回開催しています。

アさんと健康体操やスカットボール、音楽に合わ

昼食を挟んで２時間程度の時間を楽しく過ごして

せて踊りをしています。みんなで体を動かすこと

います。地域のことや自分のことなど話題は多岐

で、楽しいひとときを過ごしています。

にわたり、話が尽きません。「こういうのは楽しい」
と、皆さん食事会を楽しみにしています。

＜主な活動場所＞ 西コミュニティセンター

【食糧支援にご協力
いただいた皆さま】
（敬称略・順不同）

ありがとうございました
【８月16 日～９月15 日】

匿名…白米 25kg、匿名

＜主な活動場所＞ 二俣１丁目公民館

ボランティア

活動紹介

伊勢地区教育支援ボランティア（教育支援ボランティア）
＜活動内容＞
教育支援ボランティアは、学校や幼稚園で大学生や地域の人が、学習支援
や図書館支援などの教育活動の支援をするものです。私は現在大学で教師を
目指して勉強しながら、小学校で学習支援のボランティアをしています。１

…玄米 60㎏、匿名…玄

つのクラスで授業や休み時間を児童たちと共に過ごすことで、楽しみながら

米 20㎏、匿名…玄米 10

学校という場について学んでいます。支援が必要な子どもたちに付きっきり

㎏、匿名…玄米 360㎏

で勉強を教えることもあります。
＜活動のきっかけ＞

将来、小学校教師として働くことが夢なので、実際の現場を見ておきたい

【寄付をいただいた
皆さま】
（敬称略・順不同）

ありがとうございました

度教育実習をさせていただく母校でもあるため、教員の皆さんや通学してい
る子どもたちとの関係をつくっておきたいと思ったのもきっかけの１つです。

【８月16 日～９月15 日】

＜活動していて良かったこと＞
実際の教育現場で１日過ごす

匿名…マッサージ器、匿

ため、教師を目指す者にとって

名…お地蔵さん（布製）、
木村泰子…6,716 円、匿
名…アクリルたわし・毛
糸製ペットボトルホルダ
ー、ラッキープラザ伊勢
玉城店…お菓子、匿名…
50,000 円
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と思い活動を始めました。また、現在ボランティアをしている学校が、今年

広報いせ 平成28年11月1日号

活動の始めから終わりまで全て
が勉強になります。私は週 1 回
しか顔を出せていませんが、毎
週私が来ることを楽しみにして
くれている子どもたちがいます。
そしてたくさん元気をもらえる
ので「来週も頑張ろう」という気
持ちになります。
予算額〔社会福祉協議会市負担金〕１億 373 万７千円（運営・福祉ボランティア育成負担金）

