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みんなで楽しくストレッチでリフレッシュ！

　理学療法士の大形弘樹氏を講師にお招きし、家族介護教室を行ないました。負担のかから
ない介助の仕方や動作のコツ、体のほぐし方について楽しく学びました。

～この事業は志摩市の委託を受けて実施しています～　

１月30日（水）健康福祉センターかがやきにて
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赤い羽根共同募金
ご協力ありがとうございました

　赤い羽根共同募金運動には、市民の皆さま、自治会並びに各種
団体の皆さまより多大なるご協力を賜り、下記のとおりの実績と
なりました。
　この集められた募金は、志摩市を良くする福祉活動に活用させ
ていただきます。今後ともご理解ご協力をよろしくお願い申し上
げます。

◆平成30年度共同募金実績（平成31年１月31日現在）

◆集められた募金の使いみち

一 般 募 金
（10/1 ～３/31）

歳末たすけあい募金
（12/1 ～ 12/31） 説　　明

戸 別 募 金 4,804,469 円 4,724,104 円 自治会等を通じて世帯へ呼びかける募金
街 頭 募 金 90,188 円 0 円 スーパー等で通行人等に呼びかける募金
法 人 募 金 0 円 1,162,922 円 企業・事業所等を対象とした募金
職 域 募 金 19,863 円 30,000 円 企業等の従業員を対象とした募金
イベント募金 40,670 円 0 円 地域イベントの参加者へ呼びかける募金
そ の 他 25,651 円 0 円 スーパー設置の募金箱、募金機能付自動販売機
合　　計 4,980,841 円 5,917,026 円

　皆さまにご協力いただいた募金の配分金を活用して、志摩市社会福祉協議会では、平成31
年度に下記の事業を予定しております。

助成事業の実施
◆ボランティア団体等へ
◆ふれあいサロンへ
◆福祉委員会へ
◆学校のボランティア・
　福祉活動へ

高齢者等の見守り
◆見守りが必要な高齢者等

へふれあい弁当を届け、
安否確認を行なう

～調理ボランティア、配食
ボランティアが活躍中～

地域を支えるひとづくり
◆学童生徒や地域住民へボランティア活動

や福祉学習の機会を提供
◆生活支援や地域住民の交流機会を企画・

運営するボランティアの養成
◆大規模災害に備え、災害ボランティア等

を養成

　回収対象は羽毛製品です。製品についている品質表示でダウン
率 50% 以上が「羽毛（ふとん）」製品になりますので、ご確認
のうえ、お近くの社会福祉協議会までご寄附ください。

～羽毛リサイクルが『募金活動』
『障がい者の雇用促進』『環境保全』につながります～

共同募金啓発イベントの様子
（イオン阿児店）

ＵＭＯＵ募金への協力を
お願いします

（年間を通じて受付）
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法人募金にご協力いただいた皆さまをご紹介いたします（敬称略・順不同）
～市内２２６企業等から総額 1,162,922 円のご寄付をいただきました～

※お申し出により企業名等の掲載を８社控えさせていただいております。

浜 島 町

大 王 町

志 摩 町

阿 児 町

磯 部 町

㈱エネアーク中部浜島営業所 大木薬局 大西建設工業㈲ オオニシエネルギー ㈲オンチ水産
別當クリニック 浜島造船㈲ 小池建設㈲ ファミリーマート志摩浜島店 かんひちや薬局南張店
㈲井野建設 鯨望荘 ㈱コサカ建硝 小坂産業㈱ ㈲コクボオート
㈱志摩地中海村 ㈲肉の喜多家 ニュー浜島 ㈲宮柴水工 ㈲八百竹商店
山本歯科医院 ㈲和田石油

㈲山本峰行商店 ㈲久政 ㈲浜佐建設 ㈲岡権組 ㈲カークライエントシロヤマ
㈲福永自動車 トミヤリカーショップ ㈲中武石油 ㈲山彦鰹節 ㈲大王園芸
㈲中地モータース ㈱坂下工務店 ㈲大王アルミサッシ 大王タクシー㈱ ㈲松正建設
㈲オガワ 髙橋歯科医院 中井歯科医院 大王水道設備 林州啓設計事務所
㈱アイリーケア 山野自動車サービス リカーショップおかよし あがわ医院 ㈱へいあんケア
池田家具店 ㈲ヒラカワ 田中料理店 波切ヤンマー商会㈱ ㈱光栄電機商会
坂中組 大海真珠 天白組 西沢建築設計事務所 パブロ
桂昌寺 モヘジヤ旅館 ㈲横田組（ゴールドベア） Café.C.C 大慈寺
南勢ガス㈱ ㈱ヤマザキ ㈲山本自動車工業所 ぢがみや旅館 西岡建具店
特別養護老人ホームビビアン カラオケ喫茶 花 山﨑真珠 ㈱さくら ㈲山福商事
進栄建設㈱ 中井営繕㈲ 桝井建築 ㈲丸義鮮魚店 臨江寺
㈱志摩倶楽部 ＵＴＡＧＥ サンキ 大浜屋商店 かわつら歯科医院
ファミリーマート大王あぜな店 ローソン志摩大王町畔名店 新陽建設

㈱二宮パール 丸八もち店 ㈱志摩商会 松井医院 和栄観光サービス
㈱長太屋 けんざん薬局和具店 ㈲べんのや酒店 ㈲たいよう介護サービス 三井電気商会
光洋真珠㈲ ㈲サンエイ ㈱山下組 丸中商店㈲ ㈱小林産業
井上医院 かんひちや薬局㈲越賀店 デイサービスなのはな ㈲小川商店 伊吹自動車工業
㈲竹内工務店 ㈲みどり農園 山本クリニック 鍋島歯科医院 ㈲ケアリゾート
西真珠 ㈲滝田真珠 澤田真珠 四季の風

㈲カネカ 華洋開発㈱ ㈱山本建材 まつべや建材㈱ 丸文工業㈱
丸文ビル管理㈱ ㈱モリ京 （医）豊和会 志摩環境事業協業組合 ㈲坂口石油
㈱セレモ ㈲宇田ミート 森崎モータース ㈲出馬重機 ㈲堂岡工務店
㈲河井ファーム肉よし支店 和穂歯科 やまみ商店 ㈲芳カツ亭 ㈱ハワイ
㈱ホンダカーズ伊勢志摩 ㈲鈴木石材 ㈲中島米穀 ㈲村山商店 はな屋
㈲ムカイ みち潮 イワジン真珠㈲ 松井真珠店 ㈱上村工務店
㈲明文堂 ㈲磯井モータース マルカ運輸㈱ 居酒屋てっちゃん ㈲お菓子職人おとべ
㈲丸中鮮魚 ポーラ化粧品 南部急送㈲ 精肉 ひき田 タニグチ歯科医院
㈱カトーシステム 志摩昌栄自動車 ㈲キタモト （特非）伊勢志摩福祉の会ほほえみ ㈱テクノプール
宮村眼科 志摩観光ホテル㈱ ㈲コスモクリーン ㈱サンライトスイーツ満月 イーストブルー㈱
㈱サンライトカフェ処三日月 高山建設㈱ 丸仙製パン㈱ ㈱石吉組

ユーシーシーフーヅ㈱志摩支店 中條眼科志摩分院 西岡記念セントラルクリニック 磯部建設工業㈱ 丸定旅館
㈲佐藤養殖場 旅館 橘 ミナミ運輸㈲ ㈲はたき 近鉄レジャーサービス㈱志摩スペイン村
磯部モータース ㈱カワイ 三重ナルミ㈱ 仲井工業 ㈲新田屋
㈲ヤマジ園芸 ユナイト三重㈱ ㈲北出建設 ㈱鳥羽志摩クリーンシステム ㈲三重リーフ
ひろの歯科 とばや薬局 日鉄住金環境プラントソリューションズ㈱ 川うめ 山本ストア
㈲オクヤマ 山京石油店 （医）日比クリニック 谷岡医院 中六
ヤオマツ ㈲向原モータース ㈲志摩衛生社
㈲岡野商店 ハヤシ理容 中原自動車整備工場㈲
河村自動車整備工業 ㈲安立水道 ㈲シャイニング
やまこう商店 コスモスベリーズ志摩店 東長次郎司法書士事務所
ファミリーマート志摩パールロード店 志摩新生館 ㈲助田工務店
折吉 ㈱エコライクみえ 志摩事業所 ㈲向原石油
前橋設備工業㈱ 廣建設
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「心の病」の当事者をかかえる
家族による電話相談家族による電話相談家族による電話相談

電話による相談日時　毎週金曜日　13：00～15：00
電話番号　　　　　　080－8251－7751
相談相手　　　　　　精神障がい地域家族会 みしま会

　精神障がい地域家族会である“みしま会”では、「心の病」の当事者を介護する家族の
方等が有する悩み等の電話相談を行なっています。みしま会のメンバーが相談相手となる
ので、同じ経験を持つ家族だからこそ辛さが分かり、誰にも話せなかった悩み等を相談す
ることができます。また、話を聞いてもらえることで、気分が楽になることもあります。
相談は無料で、誠意をもって対応し、秘密は守りますので気軽に相談してください。

◆共同募金受配団体“みしま会”からのお知らせ◆

問い合わせ先　志摩市社会福祉協議会　地域支援課　☎５５－３８８５

サロンは笑顔のみなもとサロンは笑顔のみなもと
　現在市内では、地域の公民館や集会所などで、地域ふれあいサロン活動が展開されてい
ます。これは、地域住民が主体となって取り組む交流拠点として、全国的に行なわれてい
る活動であり、仲間づくりや生きがいづくり、見守り、孤独感の解消、健康の維持向上な
どにつながっています。
　今回は、浜島町と阿児町でのサロンの様子をお届けします。

　毎月１回、誠心館に地域の高齢者とボラン
ティアスタッフが集い、歌、ゲーム、体操、
時には遠足など、「心と頭と体の健康維持」を
目的にしながら笑いのあふれた楽しいサロン
になるよう開催しています。
　１月７日、新年最初のサロンのあと、自治
会が主催する消防訓練に参加しました。市内
でも火災が多く、日常の火の扱い方について
話を聞き、消火器の使い方も体験して、良い
勉強になりました。

サロンいぬい会（浜島町）

　昨年11月に、いきいきサロンともに会と
神杣サロンで一緒に勢和多気の丹生大師神宮
寺へ遠足に出かけました。
　きれいな紅葉と運動を楽しみながら、文化
財のお堂を参拝し、参加者からは「よかった」
「楽しかった」「また連れていって」の声が聞
かれ、おもしろい話で大笑いしました。
　地域の皆さまのご支援とご協力のおかげで、
日頃のサロン活動に加え、年２回の遠足に行
くことができ、大変感謝しております。
　いきいきサロンともに会、神杣サロンへぜひ
ご参加ください。楽しい時間を過ごしましょう。

いきいきサロンともに会
・神杣サロン（阿児町）
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高齢者等の急な傷病などに備えた「いのちのバトン」の配付を行なっています。
※対象者は、主に70歳以上の高齢者のみの世帯です。
※配付の時期や方法は地域によって異なります。

問い合わせ先　地域支援課　☎0599－55－3885

❶あんしんカード（医療情報記入用紙）へ必要事項を記入します。
※ご自身で記入が困難な場合には、ご家族や親戚、知人などと一緒に記入して
ください。

❷あんしんカードを容器（筒）に入れ、冷蔵庫のとびらの内側へ保管します。
※健康保険証のコピーやお薬の説明を容器へ入れておくとさらに安心です。

❸マグネットシールは、冷蔵庫の外側正面に貼ります。
❹玄関用シールは、玄関ドアの内側へ貼ります。

いのちのバトン（救急医療情報キット配付事業）のお知らせいのちのバトン（救急医療情報キット配付事業）のお知らせ

しっかり設置していますか？
きちんと準備しておけば、もしもの時も安心です！

しっかり設置していますか？
きちんと準備しておけば、もしもの時も安心です！
しっかり設置していますか？
きちんと準備しておけば、もしもの時も安心です！

　１月27日（日）、しまこさん福福まつりに参加し、
地域福祉（活動）計画の啓発及び地域支援コーディ
ネーターの活動紹介を行ないました。
　誰もが支え、支えられる共生社会を目指し、「地域
の課題解決への支援」や「地域に必要な拠点づくり」
などに取り組んでいる地域支援コーディネーターの
活動について知っていただくきっかけとなりました。

顔の見える関係づくりを目指して顔の見える関係づくりを目指して
地域支援コーディネーターより

ボランティア登録・保険加入のご案内平成31年度
ボランティア登録について
　ボランティアを行なっている市内の個人・団体の皆さまに、毎年度登録をお願いしていま
す。登録情報については、社協ボランティアセンターで管理し、効果的な情報発信やボラン
ティアコーディネートのために活用しています。

≪ボランティア活動保険≫
日本国内のボランティア活動中におこる様々な事故に対する備えとして、無償で活動する
ためのボランティアの方々のために発足した保険です。
≪ボランティア行事用保険≫
地域福祉活動やボランティア活動の一環として行なう各種行事における、様々な事故に
対する備えとして発足した保険です。

※今年度の登録団体、保険加入団体へは、３月中に必要書類をお渡しします。新たに登録を希望
する方や、保険の加入を検討されている方につきましては、本会地域支援課（☎55－3885）
　までお問合せください。

ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険の加入について
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「社協だより」はボランティア団体のご協力で、視覚障がいのある人に音訳（朗読）による広報をお届けしています。
ボランティアに興味のある方は、志摩市社協 地域支援課までご連絡ください。

無料専門相談のご案内

〈相談・問い合わせ先〉
くらしサポートセンターふんばり（サンライフあご２階）
☎0599-65-7130／FAX 0599-65-7131

高齢者の法律に関する電話相談
～三重弁護士会 高齢者・障害者支援センター（弁護士）～

成年後見・相続に関する相談
～志摩成年後見サポート（行政書士）～

◆65歳以上の高齢者本人、その親族を対象。
◆相談内容は、65歳以上の高齢者本人の問題に限ります。

◆成年後見・相続・遺言などのご相談をお受け
します。

◆事前予約制（前日までにご予約ください。）

相 談 日 ： ３月８日（金）・３月22日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143
※４月以降も引き続き相談を実施いたしますが、
日程は未定となっています。詳しくはお問い合
わせください。

相 談 日 ： ３月14日（木）　志摩文化会館
　　　　　５月９日（木）　さくら苑
実施時間 ： 13：30～16：00

〈問い合わせ先〉
三重弁護士会事務局　☎059-228-2232

http://mieben.info/archives/center/89/

〈予約・問い合わせ先〉志摩市社協　地域支援課
☎0599-55-3885（受付 : 月～金 8：30～17：15）

法律に関する相談
～法テラス三重 （弁護士）～

生活困窮者の相談窓口
～くらしサポートセンターふんばり～

◆経済的にお困りの方で法律相談の必要のあ
る方を対象としています。

◆事前予約制・先着６名（１か月前より受付）
　※ 予約時、収入等についてお伺いし、資力

基準の確認を行ないます。

◆さまざまな要因により経済的に困窮した方
に、生活の見通しがもてるよう相談支援を
行ない、解決に向けてのお手伝いをします。

◆相談は随時行なっております。

相談日 ： ３月14日（木）　13：00～16：00
　　　　５月９日（木）　13：00～16：00
　　　　磯部健康福祉センターかがやき

〈予約・問い合わせ先〉
法テラス三重（日本司法支援センター三重地方事務所）

☎050-3383-5470（受付 9：00～17：00）

★★★お気軽にご相談ください★★★

予約・問い合わせ先：志摩市社協　地域支援課　☎ 0599-55-3885（受付：月〜金 8：30〜17：15）
※相談時間は 30 分です。人数には限りがありますのでお早めにご予約ください。

平成 30 年 11月２１日から平成 31 年 1月２０日までに、次のみなさまから心温かい善意が
寄せられました。これらは、地域福祉事業の推進に役立てさせていただきます。

相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ４月18日 木
10：30～12：00 サンライフあご

弁 護 士
13：30～16：00 さ く ら 苑

登 記・ 訴 訟 相 談
３月22日 金

13：00～16：00 サンライフあご 司 法 書 士
５月24日 金

ご寄付をありがとうございました

野名秀明 様 100,000 円
朋 輩 会 様 8,888 円
井上敏弘 様 10,000 円
阿児町鵜方 すぎよ会 様 67,576 円
小川正次 様 50,000 円
匿名 10,000 円
一日 10 円運動 森　和夫 様 3,650 円
丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金 3,000 円

若柳百合香会 様 ・ 志摩ライオンズクラブ 様
 200,000 円
HEATMAX 様 ホワイトボード 1 台
匿名 毛糸のマフラー 150 本
石神一輝 様 きんこ芋 50 キロ
小掠　清 様 10,000 円
鵜方還暦会 様 20,000 円


