
2020年
No.92 1月

《編集・発行》
社会福祉法人	志摩市社会福祉協議会
〒517-0214	三重県志摩市磯部町迫間955番地
	 磯部健康福祉センターかがやき内
TEL		0599-56-1600　FAX		0599-56-1601

URL	https://www.shima-fukushikyo.or.jp/
E-mail	 honsho@shima-fukushikyo.or.jp

志摩市社協ホームページ
志摩市社協 検　索

出会い！ ふれあい！ 支え合い！

　志摩視覚障害者福祉会が「ふれあい交流会」を開催しました。志摩視覚障害者福祉会の皆さん
と、視覚障がい者の方に関わりのあるボランティア団体の皆さんとの初の交流会で活動発表や、
二胡の演奏・腹話術などを披露していただき、楽しく交流を深める事が出来ました。

11月21日（木）　健康福祉センターかがやきにて



新年のご挨拶新年のご挨拶
社会福祉法人　志摩市社会福祉協議会

会長 　前　田　正　典

　今年は令和２年になりますが、令和としては初めての年明けとなります。皆様はどんな思いで新
しい年を開かれましたでしょうか。
　昨年は、元号もかわり新たな時代の始まりで、天皇の即位の礼があり穏やかな年となるよう祈念
していましたが、台風・豪雨災害になやまされた年でもありました。我が志摩市においても台風
19号の影響で床上床下浸水、また豪雨でも同様の被害があり、明日はわが身と改めて自然界の恐
さを実感した年でもありました。
　台風豪雨だけでなく地震高潮など災害はいつ起こるか分かりません。昨年も申し上げましたが、
「備えあれば憂いなし」と昔から何事に対しても日ごろからの準備をして被害を少なくする自助の
意識と行動が大切です。本会も引き続き減災にむけた取り組みをしていきますので、よろしくお願
いします。
　さて今日的な課題は、少子・高齢化、人口減少、地域の活性化、社会的孤立・子育て不安、虐待、
生活困窮、子どもの貧困等、人と地域にかかわるものです。現在本会では、志摩市から第３次志摩
市地域福祉（活動）計画で地域の支え合い体制づくり推進の担い手として、本会の職員が地域支援
コーディネーターとして各町を担当させていただいています。福祉のまちづくりを推進していくた
めに地域に出かけ生活課題・福祉課題に対応するべく地域ニーズを発見し、相談や支援に繋ぐ取り
組みを地域住民や関係者の協働のもとに進めていますので各町担当者にお声かけください。
　私たちが住む志摩市が、今後も持続可能な地域で有り続けるため「誰もが安心して暮らせるまち
づくり」をめざしての取り組みを引き続き皆様方と共に考えていきたいと考えています。皆様が地
域の中でともに助け合い、支え合い、笑顔で安心して暮らすことのできる地域づくりが今、あらた
めて求められています。
　また本会では、他にも様々なサービスで地域を支える事業を行なっています。高齢者分野では、
介護保険法による事業として、居宅介護支援、訪問介護、訪問入浴、通所介護等を展開しており、
障がい者の分野では、障害者総合支援法による事業として、生活介護、日中一時支援、放課後等
デイサービス、就労支援事業等といった事業も行なっています。これらの事業は、地域福祉活動
を推進する重要な財源にもなっています。
　本会は、地域住民の温かい思いに支えられ、日々寄り添い、地域に密着した事業を行なっています。
今後も皆様の期待に添えるよう事業運営の透明性と法令遵守を基本に職員一同取り組んでまいりま
すので引き続き、皆様のご支援とご協力を切にお願い申し上げまして、ご挨拶といたします。

令和元年台風第19号災害義援金にご協力ありがとうございました !
　マックスバリュ鵜方店、SUPER CENTER PLANT 志摩店での街頭募金や
三重県立水産高等学校の水高フェアでの募金活動にて57,578円の義援金が
寄せられました。この義援金は、中央共同募金会を通じて被災地へ届けられます。

【志摩町】㈲みどり農園 様　　　　　　　　 【市　外】㈲イスズライフケア 様
【阿児町】㈲コジマ 様　　　　　　　　　　　　　　　 三重リコピ―㈱ 伊勢営業所 様
【磯部町】コスモスベリーズ 志摩店 様　　　　　　　　三重外湾漁業協同組合 様

令和元年度社協会費納入にご協力いただきありがとうございました。
特別会費（1口5000円以上）にご協力いただいた、法人、団体の皆様です。

令和元年10月１日～12月５日に納入いただいた皆様です。

志摩市社協だより2



志摩市
くらしサポートセンター

 ふんばり
令和元年度　志摩市生活困窮者自立支援事業　自立相談支援研修会

令和２年２月６日（木）
場　所

開催日

志摩市役所 401会議室

申込み・お問い合わせ：志摩市くらしサポートセンター ふんばり　☎0599－65－7130

≪テーマ≫　●日本の貧困問題について考える
●志摩市の生活困窮者支援の取り組みについて

受　　付　13：00～13：30

挨　　拶　13：30～13：40

講　　演　13：40～16：30

終　　了　16：30

【日　程】

講師プロフィール
明治学院大学大学院社会福祉学専攻博士前期課程終了後、高齢者ケアセンター、福
祉事務所（高齢者・生活保護担当）勤務を経て、1997年より明治学院大学にて勤
務。貧困、生活保護、生活困窮者支援に関するソーシャルワークに関心を持ち、教
育、研究活動に取り組んでいる。
厚生労働省社会保障審議会「生活困窮者支援および生活保護部会」委員。
著書に『生活保護実践講座』（全国社会福祉協議会）2018年

定　　員：70名
対 象 者：生活困窮者支援に関心がある方
申込締切：令和２年１月31日（金）

講　師 明治学院大学 社会学部社会福祉学科

教授 新 保 美 香 さん

参加費
無料

途中ふんばりの
事業紹介があります

貧困や生活困窮について学ぼう貧困や生活困窮について学ぼう貧困や生活困窮について学ぼう

　鳥羽志摩地域家族会みしま会では、こ
ころの病やひきこもりなどでお悩みの家
族や当事者、支援者、市民の方を対象に、
同じ経験を持つ家族が傾聴や、専門の支
援者への仲介を行います。
　また、悩み困っている家族の方向けに
電話相談を開設しています。

　　日　　時：毎週金曜日
　　　　　　　13:00～15:00
　　電話番号：080－8251－7751

鳥羽志摩地域家族会
みしま会電話相談

　地域の住民の方が主体で、介護予防サービスを
実施する船越地区通所 B「グミの木」が船越地区
で始まりました。

日　時：毎週水曜日
　　　　10:00 ～ 12:00

場　所：船越老人憩の家（船越 861 － 2）

内　容：血圧測定・軽体操等

　　　　映画会（第 1 水曜日のみ）

対象者：どなたでも参加できます。

参加費：無料
※送迎はありませんので参加の方法はご自身で

ご用意ください。

お問い合わせ　志摩市社協 地域支援課
　　　　　　　☎ 0599 － 55 － 3885

大王町船越地区通所Ｂ
「グミの木」が始まりました！

無料の
電話相談です。
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令和元年 9月21日から令和元年 11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

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
カラオケ・舞踊第２回交流会 様 50,000 円

（故）谷川原英雄 様 紙オムツ　多数
　　　匿　　名 シャワーチェア・吸入器
　　　匿　　名 砂糖 45 袋

「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 ： １月24日（金）
　　　　　 ２月14日（金）　２月28日（金）
　　　　　 ３月13日（金）　３月27日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話 ☎059-228-3143

相 談 日 ： ３月12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12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。

★★★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 ２月20日 木 13：30〜16：00 か が や き 弁 護 士

登 記・ 訴 訟 相 談
２月28日

金 13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士
３月27日
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