
時とき　所ところ　対対象　　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.22
地域福祉通信地域福祉通信

伊勢市福祉総務課　☎21-5557　FAX 21-5555

地域福祉課・中部支所（八日市場町13-1）
☎63-5334・27-2425　FAX 27-2412
ボランティアセンター ☎63-6370　FAX 27-2412
生活サポートセンターあゆみ ☎63-5224　FAX 27-2415

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

げんここるーむ（小木町曽祢538）☎65-6120　FAX 65-6121

伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会

問 伊勢市生活サポートセンターあゆみ（☎63-5224 　　27-2415 　　ise-cswsp@mie.email.ne.jp）
開所日時　8:30 ～ 17:15（土・日曜日・祝日・12月29日～翌年１月３日を除く）

FAX

 

　伊勢市生活サポートセンターあゆみは、自力で就職活動を行うことが難しい人に対して就労支援
を行っており、その中で、無料職業紹介所として企業などと相談者を「つなぐ」役割をしています。
　就労に至るまではもちろん、就職後のフォローもさせていただいております。この取り組みに
ご協力いただける企業などを募集します。お気軽に、お問い合わせください。

　「自分たちの地域に、気軽に集まっておしゃべりがで
きる場所があったらいいな」「地域がつながる場所が必
要だな」という思いで居場所づくりを始めた皆さんが活
動発表を行います。
　コロナ禍によって、一人一人がつながりの大切さに気付
いた今だからこそ、住み慣れた地域でつながりを広めた
い、地域で活動をしてみたいと思っている人は、ぜひ参
加してください。

　企業とＮＰＯ・ボランティアをヒト・モノ・コトで
つなぐ「ながのボランティア・市民活動支援ネット
ワーク」の理事をされ、シニア活動推進コーディ
ネーターとして、シニアの社会参加（人生二毛作）
を推進。「まちの縁側育みプロジェクトながの」の
メンバーとして、人と人、人と活動、人と地域がゆ
るやかにつながり合える「まちの縁側」も推進する
などの活躍をされています。

時　２月８日㈪、10:00～12:00（受け付けは9：30～）
所　ハートプラザみその・多目的ホール
対　市内在住または通勤・通学している、サロ

ン活動など地域の活動に興味がある人（年
齢は問いません）

定　80人
申　直接または電話・ファクス・Eメールで、伊

勢市社会福祉協議会 地域福祉課

※このセミナーは伊勢市の委託を受けて実施します。

職場の雰囲気が良くて、楽しく仕事ができています。慣れるまでは職員の皆さんが付いてくれて
いたので、不安なく仕事をすることができ、今は一人で仕事ができます。がんばればがんばった分
評価をしてもらえ、利用者の皆さんや他の職員の皆さんから「ありがとう」と声を掛けてもらえる
とすごくうれしくて、やりがいを感じています。

【活動発表団体】
★北浜まちづくり会議 いただきます会
★集いの広場・光の街おひさま
★文教地区ふれあい・いきいきサロン

左の求人内容で無料職業紹介所に登録しました。それまで、
なかなか見つからなかったので、Ａさんが来てくれて助かりま
した。Ａさんは「やりがいがある」「楽しい」と言ってくれてい
るので、そのような職場を提供できたことをうれしく思いま
す。掃除の範囲や時間配分などはＡさん自身で考えてもら
い、困ったときに手を差し伸べるようにしています。このこと
もＡさんにとっては働きやすい環境なのかもしれません。高
齢者や障がい者の皆さんなど、いろんな人と接する機会があ
るので、Ａさんにとって勉強になる職場だと思います。

伊勢市生活サポートセンターあゆみ 無料職業紹介所

働きたかったＡさんと登録事業所がつながった事例

登録企業（事業所）募集中!!

人材を求める
企業・事業所

＊地域ささえあい活動セミナー開催＊

仕事を
探している人

伊勢市生活サポートセンターあゆみ
無料職業紹介所

雇用契約

紹介 支援 求職申し込み

働いたことがなく自信がない

就職活動がうまくいかない

職場でうまくいかず仕事が続かない

求人申し込み

Aさん

施設長

求人内容
【職種】
サービス付き高齢者向け住宅の
環境整備

【仕事の内容】
清掃、草取り、備品修理 など

【勤務時間】
応相談（8:30～17:30の間）

問

つながることではじまった！
「こんな場所がほしい」を叶えた人たちが語る“まちの居場所づくり”

（八日市場町13-1 ☎63-5334  　27-2412
　　 iseshakyo-tiiki@mie.email.ne.jp）へ

時
所
対

定
申

FAX

ファシリテーター（進行役）ファシリテーター（進行役）

（公財）長野県長寿社会開発センター
主任シニア活動推進コーディネーター

戸田  千登美さん

（公財）長野県長寿社会開発センター
主任シニア活動推進コーディネーター

戸田  千登美さん

始めの一歩！
活動する皆さん

に
会ってみよう！

まずは
活動している人に
会ってみよう♪

顔の見える
地域って安心ね

18広報いせ　令和３年1月１日号 広報いせ　令和３年1月１日号



時とき　所ところ　対対象　　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.22
地域福祉通信地域福祉通信

伊勢市福祉総務課　☎21-5557　FAX 21-5555

地域福祉課・中部支所（八日市場町13-1）
☎63-5334・27-2425　FAX 27-2412
ボランティアセンター ☎63-6370　FAX 27-2412
生活サポートセンターあゆみ ☎63-5224　FAX 27-2415

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

げんここるーむ（小木町曽祢538）☎65-6120　FAX 65-6121

伊
勢
市
社
会
福
祉
協
議
会

問 伊勢市生活サポートセンターあゆみ（☎63-5224 　　27-2415 　　ise-cswsp@mie.email.ne.jp）
開所日時　8:30 ～ 17:15（土・日曜日・祝日・12月29日～翌年１月３日を除く）

FAX

 

　伊勢市生活サポートセンターあゆみは、自力で就職活動を行うことが難しい人に対して就労支援
を行っており、その中で、無料職業紹介所として企業などと相談者を「つなぐ」役割をしています。
　就労に至るまではもちろん、就職後のフォローもさせていただいております。この取り組みに
ご協力いただける企業などを募集します。お気軽に、お問い合わせください。

　「自分たちの地域に、気軽に集まっておしゃべりがで
きる場所があったらいいな」「地域がつながる場所が必
要だな」という思いで居場所づくりを始めた皆さんが活
動発表を行います。
　コロナ禍によって、一人一人がつながりの大切さに気付
いた今だからこそ、住み慣れた地域でつながりを広めた
い、地域で活動をしてみたいと思っている人は、ぜひ参
加してください。

　企業とＮＰＯ・ボランティアをヒト・モノ・コトで
つなぐ「ながのボランティア・市民活動支援ネット
ワーク」の理事をされ、シニア活動推進コーディ
ネーターとして、シニアの社会参加（人生二毛作）
を推進。「まちの縁側育みプロジェクトながの」の
メンバーとして、人と人、人と活動、人と地域がゆ
るやかにつながり合える「まちの縁側」も推進する
などの活躍をされています。

時　２月８日㈪、10:00～12:00（受け付けは9：30～）
所　ハートプラザみその・多目的ホール
対　市内在住または通勤・通学している、サロ

ン活動など地域の活動に興味がある人（年
齢は問いません）

定　80人
申　直接または電話・ファクス・Eメールで、伊

勢市社会福祉協議会 地域福祉課

※このセミナーは伊勢市の委託を受けて実施します。

職場の雰囲気が良くて、楽しく仕事ができています。慣れるまでは職員の皆さんが付いてくれて
いたので、不安なく仕事をすることができ、今は一人で仕事ができます。がんばればがんばった分
評価をしてもらえ、利用者の皆さんや他の職員の皆さんから「ありがとう」と声を掛けてもらえる
とすごくうれしくて、やりがいを感じています。

【活動発表団体】
★北浜まちづくり会議 いただきます会
★集いの広場・光の街おひさま
★文教地区ふれあい・いきいきサロン

左の求人内容で無料職業紹介所に登録しました。それまで、
なかなか見つからなかったので、Ａさんが来てくれて助かりま
した。Ａさんは「やりがいがある」「楽しい」と言ってくれてい
るので、そのような職場を提供できたことをうれしく思いま
す。掃除の範囲や時間配分などはＡさん自身で考えてもら
い、困ったときに手を差し伸べるようにしています。このこと
もＡさんにとっては働きやすい環境なのかもしれません。高
齢者や障がい者の皆さんなど、いろんな人と接する機会があ
るので、Ａさんにとって勉強になる職場だと思います。

伊勢市生活サポートセンターあゆみ 無料職業紹介所

働きたかったＡさんと登録事業所がつながった事例

登録企業（事業所）募集中!!

人材を求める
企業・事業所

＊地域ささえあい活動セミナー開催＊

仕事を
探している人

伊勢市生活サポートセンターあゆみ
無料職業紹介所

雇用契約

紹介 支援 求職申し込み

働いたことがなく自信がない

就職活動がうまくいかない

職場でうまくいかず仕事が続かない

求人申し込み

Aさん

施設長

求人内容
【職種】
サービス付き高齢者向け住宅の
環境整備

【仕事の内容】
清掃、草取り、備品修理 など

【勤務時間】
応相談（8:30～17:30の間）

問

つながることではじまった！
「こんな場所がほしい」を叶えた人たちが語る“まちの居場所づくり”

（八日市場町13-1 ☎63-5334  　27-2412
　　 iseshakyo-tiiki@mie.email.ne.jp）へ

時
所
対

定
申

FAX

ファシリテーター（進行役）ファシリテーター（進行役）

（公財）長野県長寿社会開発センター
主任シニア活動推進コーディネーター

戸田  千登美さん

（公財）長野県長寿社会開発センター
主任シニア活動推進コーディネーター

戸田  千登美さん

始めの一歩！
活動する皆さん

に
会ってみよう！

まずは
活動している人に
会ってみよう♪

顔の見える
地域って安心ね

19 広報いせ　令和３年1月１日号 広報いせ　令和３年1月１日号


