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笑顔で元気に！

２月13日（木）健康福祉センターかがやきにて　

　デイサービスにはたくさんのボランティアさんが笑顔を届けに来てくれています。
　この日はかがやきデイサービスに毎年恒例の迫間婦人会のみなさんに来ていただき、趣向
を凝らした歌や踊りなどで笑顔いっぱい楽しいひとときとなりました。
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令和２年度 事業計画・予算の概要
基 本 理 念

令和２年度　主な事業計画

令和２年度　収支予算内訳

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした
公共性の高い非営利の民間団体です。ボランティア活動や地域住民による福祉活動を支援し、
地域に暮らすみなさまや、行政・福祉施設などの関係機関や諸団体の参加・協力のもと、「地
域住民のみなさまが住み慣れたまちで安心して暮らすことができるまちづくり」をめざして、
さまざまな活動を実施しています。

１ 法人運営事業
■　組織機能の強化（組織統治・専門性強化の取組）
■　財政基盤の強化（収支バランスの確保）
■　働き方改革関連法への対応
■　緊急時の対応強化

２ 地域福祉活動推進事業
■　地域福祉活動計画推進（座談会等による地域課

題の把握・共有）
■　災害ボランティアセンターの運営準備
■　災害時要援護者の把握に向けた関係機関との協議
■　共同募金配分金事業（地域見守り事業、ボラン

ティア活動支援等）
■　その他（成年後見制度の利用支援、専門相談会

開催、関係団体活動支援・協力）

３ 在宅福祉サービス事業
■　介護保険サービス事業

居宅介護支援事業、訪問介護事業、訪問入浴
介護事業、通所介護事業、福祉用具貸与事業、
福祉用具販売事業、訪問看護事業

■　障がい福祉サービス事業
ヘルパーセンター事業、生活介護センター事業、
日中一時支援事業、放課後等デイサービス事業、
就労継続支援Ａ型事業、就労継続支援Ｂ型事業、
就労移行支援事業

４ 受託事業
■　浜島・磯部地域包括支援センター事業
■　生活支援体制整備事業

（町域での地域支援コーディネーターの活動強化）
■　救急医療情報キット（いのちのバトン）配付事業
■　日常生活自立支援事業
■　生活困窮者自立相談支援事業ほか関係事業
■　地域生活拠点づくり事業
■　その他（生活福祉資金貸付事業、介護予防事業）

個人の人格や生き方を尊重し、住み慣れた地域において
誰もが安心して豊かに暮らせる地域福祉の実現。　　　
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～地域の皆様にご協力をいただいている赤い羽根共同募金を財源に助成しています～

　地域の住民のみなさまからお預かりする社協会費は、ボランティア・市民活動、
小地域の活動、公的制度を補完するサービスなど、誰もが住み慣れた地域で安心し
て暮らし続けることができる、福祉のまちづくりの最も重要な財源となっています。
　社協会員になることで、一人ひとりが『福祉のまちづくり』を自らの活動として受け止め、
間接的に参加しているという意味も持っています。
　本年度も本会の活動、趣旨をご理解いただき、ひとりでも多くのみなさまに社協会員加入
のご協力をよろしくお願いいたします。

社
～社協会費にご協力をお願いします～

協 会 員 募 集令和２年度

　ユニバーサルデザイン（UD）とは、お年寄りや身体の不自由な方等すべての人にとって、
出来る限り利用可能であるように、製品・建物・環境をデザインすることです。ユニバーサル
デザインのまちづくりに興味・関心のある方は是非ご参加ください。

　支えあい、助け合いのまちづくりを推進するため、志摩市内で活躍しているボランティア団体等
へ事業費を助成しています。申請書は、お近くの志摩市社協でお渡ししています。また、志摩市
社協ホームページからもダウンロードできます。
　①地域ふれあいサロン助成（上限３万円）　　　　　　：申請書提出期限 令和２年５月15日
　②地域福祉活動助成（上限10万円　公開プレゼンあり）：申請書提出期限 令和２年５月15日
　　※新型コロナウイルス感染拡大の影響から、公開プレゼンの実施方法は変更する場合があります。
　③ボランティア団体助成（上限１万円）　　　　　　　：申請書提出期限 令和２年９月30日

お問い合わせ　志摩市社協　地域支援課　☎0599－55－3885

　ユニバーサルデザインアドバイザーとは・・・
　本講座を修了しアドバイザー登録をしていただいた方のことです。ユニバーサルデザインの基本的な
考えや介助知識等を有する人材として、地域でリーダー的な役割を果たしていただいております。三重
県では約1,000名の方が登録し、だれでも社会参加できるまちづくりを目指して活動を行なっています。

６月13日（土）・６月20日（土）　午前９時～午後４時
場所

日時

磯部健康福祉センターかがやき（磯部町迫間955）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響から開催が中止となることがあります。

ユニバーサルデザインアドバイザー 養成講座について令和
２年度

誰もが暮らしやすく、個性を発揮できるまちづくりを学びませんか？

受 講 料：1,000円（講師料、資料代含む）　　　　　　定　　員：30名（先着順）
受講資格：県内在勤、在住、在学の高校生以上の方　　　申込締切：６月６日（土）　　　
申込・お問い合わせ：郵送またはEメールにて受付
「UD志摩」事務局　〒517-0207　志摩市磯部町下之郷221
　　前 田 秋 子（☎090－6461－8954）　E-mail：amg1063a@yahoo.co.jp
備　　考：＊送迎の必要な方はご相談ください。
　　　　　＊定員になり次第締め切りとさせていただきます。
　　　　　＊規定の用紙は志摩市役所地域福祉課または、志摩市社会福祉協議会の各拠点にて
　　　　　　お受け取りいただけます。

赤い羽根共同募金助成金について
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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 ： ６月12日（金）・６月26日（金）
　　　　　７月10日（金）
実施時間 ： 10：00～12：00
相談専用特設電話　059-228-3143
※相談日は現時点での予定のため、実施していな
い場合がありますので、詳しくはお問い合わせ
ください。

相 談 日 ： ７月９日（木）　ゆうゆう苑
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 ： ７月９日（木）
実施時間 ： 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。

令和 2年 1月21日から令和 2年 3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

伊勢農業協同組合 鳥羽志摩地区本部 様 30,000 円
近鉄賢島カンツリークラブ 様 57,000 円
浜口 豊美 様 100,000 円
山本　 薫 様 30,000 円
リフレクスカルナル 様 滅菌ガーゼ 10 箱

一日 10 円運動 森　和夫 様 3,650 円
志摩市立磯部小学校 福祉委員会 様 20,000 円
日赤 志摩市志摩町地域奉仕団 様 20,000 円
丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金 3,000 円

相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ６月18日 木
10：30〜12：00 ゆ う ゆ う 苑

弁 護 士
13：30〜16：00 志摩文化会館

登 記・ 訴 訟 相 談
６月26日 金

13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士
７月17日 金
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