
定定員 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.25
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

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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問 FAX

～ボランティア登録とボランティア活動保険のご案内～
ボランティアで地域デビューしませんか？

伊勢市ボランティアセンターでは、次のような取り組みで皆さんの活動をサポートしています！
ボランティア活動を行う個人・団体の皆さん、ボランティア登録をしませんか？

～ボランティア登録のメリット～

つながる「こころ」とつながる「ところ」

☆講座の開催☆

☆活動のマッチング☆
　（御薗こども広場）

☆活動場所の提供☆
　（げんここるーむ）
☆活動の周知☆
　（げんここるーむ
　  イベントカレンダー）

3 月 31 日水まで
福祉健康センター（八日市場町 13-1）

登録団体とボランティアをしたい人・ボランティアをしてほしい人をマッチングします。
活動の相談、講座の開催（会員の募集）や募集チラシの作成補助などで活動を支援します。
例会などの活動場所の提供や、ボランティアに必要な機材・備品（レクリエーション品など）を貸し出します。
伊勢市社会福祉協議会のホームページ、ボランティアセンターの広報紙「げんここにゅーす」・メールマガジン・
フェイスブックなどで、ボランティア情報や各種助成金情報の提供、登録団体の活動を紹介します。

　平成31年４月に、イオンタウン伊勢ララパーク・２階に、伊勢市社会福祉協議会のサテライト施設として「げん
ここるーむ」がオープンして２年が経ちました。
　コロナ禍においても、感染防止対策を行いながら、各種講座を開催したり、ボランティア活動の場として活用
されたり、定期的な集いの場の開催が定着したりするなど、活動したい皆さんのさまざまな可能性を広げてき
ました。その結果、子どもから高齢者の皆さんまで世代を超えて、多くの人とつながることができました。
　日常生活での困りごと・心配ごとなど、さまざまな相談を受け、これからも一層、皆さんの生活に寄り添いた
いと考えています。また、地域福祉やボランティアに関する皆さんの想いをカタチにできるようにお手伝いします。
まずは気軽にお立ち寄りください。

●レクリエーションボランティア養成講座の
講師となり、会員募集を行いました。

●会員加入と新規団体の結成ができました！

ふくしなんでも相談を、10：00～
19：00に行っています。（木曜日・
年末年始を除く）

ボランティアを「したい
人」と「してほしい人」をつ
なげます。

地域福祉やボランティアに関
するチラシを設置し、情報提
供しています。

利用可能時間　10：00～18：30
定  10人程度まで
利用方法　直接または電話で、げんここるーむ
　　　　　へ問い合わせてください

ボランティアなどの活動の
場所として提供しています。

仕事があって、
平日の昼間は
相談窓口に
行きにくいのよね

　ボランティア活動を安心・快適に行うために、
ボランティア活動保険に加入しませんか？
　無償で活動するボランティアの皆さんが、国内で
活動中にけがをしたり、賠償責任を負ったりしたと
きに、その補償をする保険です。

仲間集めをサポート

万が一をサポート

つなぐサポート

場所やＰＲをサポート

ボランティア活動保険料（年額）
  基本プラン 天災・地震補償プラン
 保険料 350 円／人 500 円／人

伊勢市ボランティアセンター・げんここるーむ（☎63-6370　 65-6121）
問 伊勢市ボランティアセンター・げんここるーむ
　（イオンタウン伊勢ララパーク・２階　☎63-6370　　65-6121）

げんここるーむ２周年を迎えました！

げんここるーむ
活用のススメ①

げんここるーむ
活用のススメ②

げんここるーむ
活用のススメ③

貸し出しスペースなどの利用

※キッズコーナー・フリースペースは、どなたでも利用できますが、げんきＢＯＸ・こころＢＯＸ・
マルチリビングは、伊勢市ボランティアセンターに登録している人・団体や、地域福祉活動
をしている人（民生委員など）に限り、予約を利用の３カ月前から受け付けています。

多目的活動スペース「マルチリビング」

ふくしなんでも相談窓口

昭和平成井戸端会議

伊勢おもちゃ病院

問

定

げんここるーむ
活用のススメ④

FAX

【補償期間：令和３年４月１日～令和４年３月31日】

伊勢市ボランティアセンター
伊勢市災害ボランティアセンターが

移転します

4 月 1 日木から
イオンタウン伊勢ララパーク・2 階

（小木町曽祢 538）
☎63-6370 　　65-6121FAX

ボックス
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