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志摩市社協 検　索

◎開　場
◎開　会
◎式　典（表彰）
◎大会宣言
◎活動発表
◎記念講演「むすびあい  心がかよう  地域の輪」
　　　　　　～いつも  こころに  逢い・ラブ・遊～
　　　講師：交遊亭 楽笑 氏
　　　　　　～大笑い福祉使／落語家～
◎閉　会

〜志摩市社会福祉大会 開催のお知らせ〜

どなたでも自由に
ご参加ください。

入 場 無 料

日
　
　
程

★障がい者支援施設による自主製品等を販売します。ぜひお立ち寄りください。

令和元年

10月14日〔月･祝〕
午後1：00～

阿児アリーナ ベイホール

記念
講演

みんなが活き活き暮らせる地域づくりに参画しましょう。　　　
何と言っても「ステキなコミュニケーションを目指しましょう」

「むすびあい　心がかよう　地域の輪」

講師：大笑い福祉使／落語家
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高槻市役所を早期退職後、障がい者・高齢者の福祉現場
に従事しながら「ごきげん企画 楽笑屋」を立ち上げ、みん
ながつながるイベント業を始める。併せてこれまでの経験を
活かし、社会福祉法人や学校法人が開講する介護職員養成講
座で「人権啓発の基礎知識」を担当し、また、学校や自治会・
企業で手話落語会・人権講演会などを開催している。

～いつも　こころに　逢い・ラブ・遊～
「むすびあい　心がかよう　地域の輪」「むすびあい　心がかよう　地域の輪」

令和元年

10月14日〔月･祝〕
午後1：00～

阿児アリーナ ベイホール



◇10月1日から全国一斉に「赤い羽根共同募金」運動が始まります。

　志摩市においても様々な方法で積極的に募金活動を展開していきます。昨年は皆さまの
ご協力により「10,914,467円」の募金が寄せられました。ご協力ありがとうござい
ました。
　寄せられた募金は「じぶんの町を良くするしくみ」として、下記のような様々な地域課題
に取り組む活動に活用しております。
　一人ひとりの力は小さくても、たくさん集まると大きな力になります。みなさまの心あた
たかいご理解とご協力をお願いいたします。

歳末たすけあい
募金を活用

①地域福祉活動を進める団体への助成
②小中高等学校への助成
③ボランティア団体への助成
④地域福祉活動の情報発信

①見守り配食サービスなど
②サロン活動への助成
③福祉学習、福祉力向上の事業
④地域交流や生活支援を進める地域の拠点づくり
⑤地域福祉活動計画の啓発
⑥ボランティア活動の推進
⑦防災の啓発とボランティア養成など
⑧地域福祉を担う人材養成講座など

一般募金を
活用

今年度の目標額は
10,921,300円です

防災キャンプ 見守り配食サービス ボランティア交流会

三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト
～寄付つき商品で地域貢献、地域を笑顔に～

　寄付金付き商品やサービスを一緒に取り組んでいただける企業を募集しています。
　それぞれの企業の強みを発揮していただき、自分の町をよくするための社会貢献活動に
参加できるこの取組みへのご協力をお願いします。
〈問い合わせ先〉志摩市共同募金委員会事務局（志摩市社協総務課　☎56－1600）
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役員の任期満了に伴う改選の結果、
次の方々が選任され、役職に互選さ
れましたのでご紹介いたします。

《R.1.6.19～　敬称略》　　

評議員についても一部改選されました。
詳細はホームページにてご確認ください。

　認知症の予防や、ケアに関する知識、取り組み方を
学びましょう！ 自宅で介護している方や、認知症に
興味のある方も大歓迎です。
　是非ご参加ください！ 男性の介護者も大歓迎です！
開 催 日　令和元年10月７日（月）
時　　間　13：30～15：30（受付開始  13：00）
場　　所　阿児アリーナ　ベイホール
対 象 者　在宅で介護をしている方など
参 加 費　100円
申込締切　９月30日（月）　17：00まで
講　　師　三重県立看護大学 教授  六 角 僚 子 氏
※バスでの送迎もございます。お気軽にお問い合わせください。
申込・お問い合わせ　志摩市社協地域支援課　
　　　　　　　　　　☎0 5 9 9 －5 5 －3 8 8 5

志摩市社会福祉協議会
役員が改選されました 家族介護教室

「認知症の予防やケアについて学ぼう」

区　分 氏　　　名
会　長 前　田　正　典
副会長 西　井　久仁夫
副会長 大　矢　隆　夫
理　事 高　木　　　靜
理　事 西　井　清　嗣
理　事 松　井　源　紀
理　事 磯　和　範　好
理　事 山　口　　　斉
理　事 堤　　　秀　人
監　事 名　古　勝　志
監　事 奥　村　幸一郎

職種 採　用
予定数 業務内容

総合職 1 名
程度

①地域福祉事業
②介護保険サービス事業
③障がい福祉サービス事業
④法人運営事業

看護職 1 名
程度

①介護保険サービス事業
②障がい福祉サービス事業

■職種など
令和２年４月１日採用

■基本となる勤務時間、給与など
□勤務時間／8：30～17：15（１時間休憩）
□休日／土・日・祝日・年末年始
　　　　有給休暇　年20日
　※シフト制の部署は、上記とは異なります
□給与／大学卒　174,200円
　　　／短大卒　157,700円
　※職歴のある方は、経験などを考慮し初任級決定

■職員募集の詳細　本会のホームページをご確認ください。

職正 員 募 集

　８月１日、志摩町間崎地区に「もやいいきいきショップ」
と名付けられた新しいお店がオープンしました。市内でも特
に高齢化が進む離島にあって、買い物の不便さを解消しよう
と取り組んできたボランティアや志摩市、三重大学、イオン
阿児店と地域の住民の皆様が一緒になって話し合いを重ねて

実現しました。
　イオン阿児店が商品管理を行い、住
民ボランティアが運搬・販売を行う
新しい取り組みです。本会の地域支援
コーディネーターが関係者の調整を行
い、それぞれが役割分担を進めた結果、
実を結ぶことが出来ました。高齢化率
80％を超える島の挑戦です。

問い合わせ先　志摩市社協地域支援課　☎0599 －55 －3885

間崎島へイオン阿児店がやってきた！
～もやいいきいきショップ  オープン～

オープンセレモニー

200品目以上の商品が並びます
レジも行う住民ボランティアさん
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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 ：10月11日（金）・10月25日（金）
　　　　　11月８日（金）・11月22日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143

相談日 ：11月14日（木）　13：30～16：00
　　　　サンライフあご

〈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 ： 11月14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）

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。

㈲ロッソ わらしべ磯部店
 たいやき 240 枚
一日 10 円運動  森　和夫 様
 3,650 円
平成31年六七厄祭行事有志の会（波切）
　代表者 松井研二 様 24,000 円

丸定旅館他有志 様
　廃食油回収還元資金 3,000 円
南　昌子 様 紙オムツ多数
中北久吉 様 テレビ 2 台
　匿　名 50,000 円
　匿　名 チャイルドシート

★★★お気軽にご相談ください★★★
相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 10月17日 木
10：30～12：00 さ く ら 苑

弁 護 士
13：30～16：00 サンライフあご

登 記・ 訴 訟 相 談 11月22日 金 13：00～16：00 サンライフあご 司 法 書 士

◆寄付に関するお詫び◆
令和元年５月にいただいた下記の寄付を掲載していませんでした。
謹んでお詫びを申し上げるとともに改めてお礼申し上げます。

賢島別荘地自治会　30,000円

令和元年 5月21日から令和元年 7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。

ご寄付をありがとうございました

日時：令和元年10月10日（木）
　　　午前10時～午後２時30分
場所：阿児アリーナ
　　　　オーシャンホール
対象：志摩市障がい者福祉会会員
　　　（中途からでも会員になれば
　　　 参加いただけます）
主催：志摩市障がい者福祉会
お問合せ　志摩市障がい者福祉会
　　　　　会長　森　和夫
　　　　　☎５５－０７４０

第14回志摩市
障がい者福祉体育大会
のお知らせ
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