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志摩市社協 検　索

あなたは一人じゃない
〜 つながりささえあう志摩市 〜

　10 月１日より、今年も赤い羽根共同募金運動が全国で一斉に始まりました。志摩市におい
ても、自治会等による戸別募金、公共施設や市内スーパー等での街頭募金にて多くの皆さま
よりあたたかい善意の募金が寄せられています。ご協力ありがとうございます。
　志摩市で集められた募金は志摩市を住み良い町にするための活動に使われます。引き続き
ご協力よろしくお願いします。
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※お申し出により企業名等の掲載を１社控えさせていただいております。

令和２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、団体の皆さまです。

（敬称略・順不同）

令和２年９月 30 日現在　

浜 島 町

大 王 町

志 摩 町

阿 児 町

磯 部 町

市　外

㈲大木薬局 ㈲ Zen Trading 小坂産業㈱ コクボオート㈲ ㈲宮柴水工
田中征也米店 ㈱エネアーク中部浜島営業所 松尾印刷 ㈲甚よま餅店 電化のヤマザキ

㈲山本峰行商店 ㈲岡権組 ㈲福永自動車 ㈲山彦鰹節 ㈲中地モータース
㈱坂下工務店 岡事務所 ㈲大王アルミサッシ ㈲松正建設 まるげん㈲
松阪興産㈱志摩工場 藤本電器㈱ ㈲カネ角商店 ㈲美志磨 包装資材サンキ
かわつら歯科医院 ㈲山本自動車工業所 船越真珠養殖漁業協同組合 リカーショップトミヤ 山野自動車サービス
㈲畑重石油

㈱山下組 井上医院 鍋島歯科医院 西岡歯科医院 三重県漁連志摩水産流通センター
伊吹自動車工業 和栄観光サービス ㈱志摩商会 ㈲みどり農園

小川三療院 ㈲ジャパンチューブ ㈲明文堂 ㈱ホンダカーズ伊勢志摩 ㈲芳カツ亭
㈲カネカ ㈲ムツミ商会 立神真珠養殖漁業協同組合 西田歯科クリニック 前田憲昭税理士事務所
ふれあい工房 浅下自動車商会 ㈱賢島宝生苑 ㈱ライフ 医療法人豊和会
志摩ガス協業組合 華洋ホーム㈱ ㈲アンドウセンイ 加藤商会㈲ タニグチ歯科医院
㈲坂口石油店 奥村政司税理士事務所 ㈱山本建材 ㈲和宏興産 華洋開発㈱
南部急送㈲ ㈲メガネサロンハシヅメ ㈲志摩シャッター販売 精肉ひき田 ㈱百五銀行鵜方支店
ネッツトヨタ三重㈱志摩店 福祉開発㈱ 有料老人ホーム ひより 岡三証券㈱志摩支店 ㈲出馬重機
㈱エイワ機工 鵜飼耳鼻咽喉科・アレルギー科 ㈱鵜方調剤薬局 鮨暁 ㈱モリ京
畑中建設工業㈱ ㈱大和 志摩観光ホテル㈱ 第三銀行㈱鵜方支店 ㈲ハナコー生花
丸仙製パン㈱ 鵜方ゴルフセンター 医療法人社団近藤医院 シャディダイコク志摩店 三重トヨペット㈱志摩鵜方店
㈱セレモ 志摩環境事業協業組合 服部内科 ㈱カトーシステム 吉森設備㈱
カトウ自動車 志摩昌栄自動車 ゆうあい薬局 ㈲お菓子職人おとべ ㈲向井造園
Just  Print ㈱上野商会 志摩タイヤサービスセンター ㈱石吉組 ひかり調剤薬局
㈲丸義商店 医療法人医心会齋木内科 小林商運㈱ 宮村眼科 ㈲ＥＴＳ
ダルマヤ ㈲磯井モータース ㈲かんひちや薬局 葬祭七華川 マルカ運輸㈱
㈱みち潮 ㈱志摩電子工業 セコム三重㈱志摩営業所 杉浦設備サービス イオンリテール㈱
志摩市商工会 ㈱南電設 ㈲南勢海事 ＩＳ株式会社 大岩矯正歯科
宝海運㈲ 松阪ケーブルテレビ いずみ耳鼻咽喉科 クインテッサホテル伊勢志摩 ㈲ムカイ
丸文工業㈱ 村瀬自動車 NPO 法人伊勢志摩福祉の会ほほえみ 藤和電子㈱ ㈲キタモト
池田ファミリークリニック まつべや建材㈱ ＪＡ伊勢 鳥羽志摩地区本部

志摩市障がい者福祉会 磯部建設工業㈱ 丸定旅館 旭電器工業㈱ 伊勢志摩カントリークラブ
㈲佐藤養殖場 谷岡医院 中條眼科志摩分院 とばや薬局 東邦液化ガス㈱
西岡記念セントラルクリニック ㈲志摩衛生社 ㈲竹内餅店 （医）日比クリニック ひろの歯科
前橋設備工業㈱ 三重ナルミ㈱ ㈲三重リーフ ヤオマツ ユナイト三重㈱
㈱カワイ ホテル＆リゾーツ伊勢志摩 ㈲向原モータース 中原自動車整備工場㈲ 河村自動車整備工業
折吉 作田建設㈲ ㈲向原石油 おかむね医院 谷崎歯科
山京石油店 川うめ ㈲岡野商店 山本ストアー

磯野印刷 損害保険ジャパン日本興亜㈱ ㈱ぎゅーとら 辻労務経営事務所
ダスキンヘルスレント伊勢ステーション ㈲いせ梅田 ホシザキ東海㈱ ㈲イスズライフケア
オフィスＮＯＷ 三重リコピー㈱伊勢営業所 ＴＵＫ東洋羽毛 富士ゼロックス三重㈱
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～有名ブランドのダウンジャケットにも活用されています～

生まれ変わった羽毛（GREEN DOWN）は、
新毛より、キレイ

　医療機関では、新型コロナウイルスの影響
から医療用の個人防護服（ガウン等）の調達の
目途が立ちにくく、不足が心配されています。
　そこで医療機関における医療用個人防護服
のもしもの不足に備えて、ボランティアがご
み袋で個人防護服を手作りし、志摩市内の医
療機関へエールとともに贈る取り組みを実施
しました。
　NPO法人みえ防災市民会議のメイクガウ
ンプロジェクトからノウハウを学び、ボラン
ティア団体や福祉委員会、地域ふれあいサ
ロンを対象に周知を行った結果、６月～９月
の間に12団体から約2,000着の個人防護服を
寄付頂きました。
※本会による個人防護服作成ボランティア募集

は９月末で締め切りました。
※活動にご興味があれば下記「問い合わせ

先」までご連絡ください。
問い合わせ先：志摩市社協　地域支援課
　　　　　　　☎0599－55-3885

　毎年10～12月に、志摩市の皆さまにご協
力頂いている赤い羽根共同募金は、市内で活
動する様々な団体で活用されています。
　活動助成を受けている団体から地域の皆様
へ「ありがとうメッセージ」として感謝の
気持ちが社協に届けられています。そのメッ
セージをご紹介します。
【介護の会　なごみ】
　介護していた時のつらさを忘れて、腹の底
から笑うことが出来ます。介護していて良
かったと思います。
　出会いに感謝です。ありがとうございます。

ゴミ袋で防護服
〜地域の医療機関を地域で支える〜

ありがとうメッセージが
届いています!!

　志摩市、志摩市社会福祉協議会、河田フェザー㈱に
おいて羽毛の資源化に関する協定を結びました。市が
無料で回収した羽毛ふとんを志摩市社会福祉協議会へ
寄付、河田フェザー㈱が買い取り、資源化されます。
ごみの減量化（ＳＤＧｓの推進）二酸化炭素の排出の
抑制によるゼロカーボンシティを推進し、人と環境に
やさしいまちづくりの実現を目指します。
　羽毛の資源化による収益金は三重県共同募金会の
UMOUプロジェクトを通じて、市内で展開される生
きがいづくりや閉じこもり予防を目的としたふれあい
いきいきサロン活動に活用していきます。

　９月23日協定締結後初めて51枚の羽毛ふとんの寄付を
受けました。市民のみなさまありがとうございました。
　引き続きご協力よろしくお願いします。

※ダウン率50％以上の羽毛ふとんが対象です。
回収方法
　●お近くの社会福祉協議会事務所への持ち込み
　●ごみ対策課への持ち込み

問い合わせ先：志摩市社協　総務課　　　　　　☎0599－56－1600
　　　　　　　志摩市市民生活部　ごみ対策課　☎0599－43－7940

締結式 9 月 1 日
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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

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）～

◆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。

相 談 日 ： 11月13日（金）　11月27日（金）
　　　　　 12月11日（金）　12月25日（金）
　　　　　 １月８日（金）　１月22日（金）
実施時間 ： 10：00〜12：00
相談専用特設電話 ☎059-228-3143

〈問い合わせ先〉
三重弁護士会事務局　☎059-228-2232

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

法律に関する相談
～法テラス三重 （弁護士）～

◆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。

相談日 ： １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。

★★★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 12月17日 木
10：30〜12：00 志 摩 文 化 会 館

弁 護 士
13：30〜16：00 ゆ う ゆ う 苑

登 記・ 訴 訟 相 談
12月18日

金 13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士
 １月22日

〈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）
☎0599-68-7130／FAX 0599-44-1103

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）～

◆次回の開催は未定のため、現在予約の受付
は行っておりません。

〈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）

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～

◆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。

令和 2年 7月21日から令和 2年 9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

谷　美千代 様 50,000 円
一日 10 円運動　森　和夫 様（8/7） 3,650 円
一日 10 円運動　森　和夫 様（8/31） 3,650 円
あゆむ会 様 45,559 円
近鉄賢島カンツリークラブ 様 34,000 円
松井則道 様 100,000 円
 紙オムツ、リハビリパンツ等 多数　車椅子 ２台

丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金 3,000 円
ペンション青い海 様 手作りマスク 50 枚
　匿　　名 米 90kg
　匿　　名 砂糖 8kg
　匿　　名 洗濯用粉石鹸 12.8kg
　匿　　名 リハビリパンツ、パッド等 多数


