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　子ども食堂「おひさま」は大王小学校の児童を対象とし、毎週土曜日（月４回）に開催し
ています。コロナ禍のため中止が続いていましたが、感染予防対策を講じて令和３年10月
に再開しました。
　毎回10名程の子ども達が参加し、スタッフ手作りの食事をみんなでいただき、食事の後
は折り紙やカードゲームなどを楽しんでいます。学年を越えた子ども達の交流、地域交流の
場ともなっています。

ホームページ インスタグラム LINE

笑顔が戻ってきました！

子ども食堂「おひさま」　

志摩市社協　公式ＳＮＳはじめました
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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

令和３年度 志摩市社会福祉大会　社会福祉功労表彰・感謝者名簿

　新しい年を迎えましたが、皆さんは今年はどんな年になっていったらうれし
いでしょうか。昨年は、新型コロナウイルスの感染症拡大の影響で９月までは、
地域とのつながり、地域福祉活動が制限されていましたが、10月に入りコロ
ナの鎮静化の兆しと共に、活動が徐々に再開されました。しかしながら、引き
続きコロナの影響で日常生活が送れない人々や、多種多様な問題を抱え、年代
にかかわらず生きづらさを抱えた年であったと思います。まだまだ予断を許さ
ない状況ですが、新型コロナウイルスが一日も早く収束の方向に向かうことを
願ってやみません。

　私たちは今、包括的な地域づくりを皆様方と共に行なうことで「地域共生社会の実現」を求めら
れています。現代は個人の時代になってしまっていますがもう一度人が集い、にぎやかな地域とし、
人口減少、少子化や高齢化の中でも志摩市がいつまでも魅力ある地域であり続け、地域で子ども達
の声が聞け、社会人になってもこの地域に帰ってきたいと思ってもらえる地域づくりを、住民一人
ひとりが協力して共に歩み進めていきたいと考えています。すべての世代で温かい支え合い活動が
進展していけるように、「共に育ち、共に生きる」共同の精神で小さな子ども達から高齢者の皆様
まで、また障がいのある方もだれもが安心して住み続けられる、地域福祉活動を担うのが私たちの
役割ではないかと感じております。社会福祉協議会も地域のコーディネートだけでなく、地域福祉
の財源を補う高齢者・障がい者分野の事業で地域を支え日々寄り添い信頼して頂ける様に、またい
つ起こるか分からない災害に備えて減災に向けた取り組みを職員一同、地域福祉を使命として皆様
方と共に歩んでいきます。
　結びにあたり、皆様方のご健勝を祈念し、新年の挨拶といたします。

社会福祉功労表彰

社会福祉功労感謝

多年にわたり社会福祉の増進に貢献するなど、その功績が顕著な方々

社会福祉増進のため本会に１０万円以上又はこれに相当する現品の寄贈、又は多年
にわたり定期的かつ継続的に寄贈し、社会福祉事業の推進に協力・援助された方々

❖社会福祉事業協助者〔個人〕
大西　宣明（鵜方地区福祉委員会）
小河よし子（大王地区夢まちづくり委員会）
坂本みえ子（のぞみ会）
田畑ますみ（のぞみ会）
松本　光子（のぞみ会）
向井惠美子（のぞみ会）

❖社会福祉事業協助者〔団体〕
いちごの会
志摩夢まちサポーターズ
藤若会
ボランティア　いぬい会
志摩成年後見サポート
志摩市民病院　患者の会
三重防災コーディネーター志摩の会
ぽこぺん

❖共同募金運動優良地区団体
迫子自治会
船越自治会
御座自治会
迫間第一区自治会

❖感謝者
令和三年度　鵜方還暦会
近鉄浜島カンツリークラブ
株式会社　出口真珠

日本赤十字社三重県支部志摩市志摩町地域奉仕団
まごころの宿　丸定
若柳百合香会・志摩ライオンズクラブ
有限会社　岡野商店

橋本　征郎
松井　則道
三瀬　尚子　遺族
森　　朝子

志摩市社会福祉功労感謝

志摩市社会福祉功労表彰 三重県社会福祉功労表彰

（敬称略・順不同）
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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　　　　　　　　　

～市内２２３企業等から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５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

㈲オンチ水産 ㈲八百竹商店 大木薬局 小坂産業㈱ ㈲肉の喜多家
㈱コサカ建硝 ㈱エネアーク中部浜島営業所 ㈲宮柴水工 ㈱志摩地中海村 ㈱辰也造船所
鯨望荘 ㈲ Zen Trading ㈲和田石油 山本歯科医院 ㈲コクボオート
㈲井野建設 かんひちや薬局南張店 別當クリニック 浜島造船㈲ ㈲小池建設
理容シバハラ ファミリーマート志摩浜島店 MELON HOUSE かわぐち

あがわ医院 魚徳商店 大浜屋商店 岡司法書士事務所 ㈲岡権組
㈲オガワ おかよし ㈲カークライエントシロヤマ かわつら歯科医院 カラオケ喫茶 花
㈲久政 桂昌寺 ㈱坂下工務店 坂中組 三太屋商店
㈱志摩倶楽部 ㈱光栄電機商会 田中料理店 ㈲大王アルミサッシ ㈲大王園芸
大慈寺 大王タクシー㈱ ㈱天白組 ㈲浜佐建設 トミヤリカーショップ
㈲中地モータース 中井歯科医院 波切ヤンマー商会㈱ 西沢建築設計事務所 モヘジヤ旅館
林州啓設計事務所 パブロ ㈲ヒラカワ ㈲福永自動車 ㈱へいあんケア
㈲松正建設 松ゲン ㈲山本峰行商店 山野自動車サービス やなぎだ百貨店
㈲山彦鰹節 ㈲横田組（ゴールドベア） ㈲六助 サンキ 南勢ガス㈱
西岡建具店 社会福祉法人真心の会 ㈱ヤマザキ ㈲山福商事 山﨑真珠
㈱アイリーケア 臨江寺 進栄建設 大王水道設備 桝井建築
㈲山本自動車工業所 ㈲あらふら丸商会

㈱二宮パール ㈱志摩商会 丸八もち店 ㈲ケアリゾート 松井医院
㈲和栄タクシー ㈱長太屋 けんざん薬局 ㈲たいよう介護サービス ㈲べんのや酒店
三井電気商会 光洋真珠㈲ ㈲サンエイ ㈱山下組 丸中商店㈲
石長組㈲ ㈱小林産業 西岡歯科医院 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 四季の風 美珠丸渡船 西真珠
㈲滝田真珠

服部内科 宮村眼科 ㈱サンライトスイーツ満月 ㈱上村工務店 （医）豊和会
マルカ運輸㈱ ポーラ化粧品 志摩環境事業協業組合 ㈱モリ京 ㈱カトーシステム
㈱山本建材 イーストブルー㈱ 志摩昌栄自動車 ㈱エイワ機工 森田左官工業
㈲磯井モータース ㈱ホンダカーズ三重南 南部急送㈲ 居酒屋てっちゃん ㈲だんらん
まつべや建材㈱ ㈲お菓子職人おとべ ㈲明文堂 ㈲キタモト 和穂歯科
精肉ひき田 ㈱セレモ タニグチ歯科医院 ㈲出馬重機 ㈲堂岡工務店
やまみ商店 ㈲中島米穀 ㈲アンドウセンイ ㈱テクノプール ㈱石吉組
㈲カネカ 丸文ビル管理㈱ 丸文工業㈱ 華洋開発㈱ ㈲鈴木石材
㈲宇田ミート ㈲坂口石油 森崎モータース ㈲丸中鮮魚 ㈲芳カツ亭
イワジン真珠㈲ 松井真珠店 はな屋 若狭大月真珠養殖㈱ みち潮
志摩観光ホテル㈱ ㈲丸義鮮魚店 丸仙製パン㈱ 高山建設㈱

㈲ヤマジ園芸 ユナイト三重㈱ ㈲三重リーフ ㈲助田工務店 ㈲新田屋
（医）日比クリニック 山京石油店 谷岡医院 西岡記念セントラルクリニック ユーシーシーフーヅ㈱志摩支店
ハヤシ理容 コスモスベリーズ志摩店 川うめ ヤオマツ 磯部モータース
松本石材 山本ストア ㈲向原モータース 前橋設備工業㈱ 谷崎歯科医院
おかむね医院 ㈲はたき ㈲志摩衛生社 三重ナルミ㈱ 志摩新生館
㈱廣建設 ㈱鳥羽志摩クリーンシステム 東長次郎司法書士事務所 近鉄レジャーサービス㈱志摩スペイン村 丸定旅館
㈲佐藤養殖場 いかだ荘山上 ㈲シャイニング 旅館 橘 折吉
㈲北出建設 河村自動車整備工業 磯部建設工業㈱ ㈲中原自動車整備工場 ㈲岡野商店
㈲向原石油 とばや薬局 ひろの歯科 中條眼科志摩分院 やまこう商店
仲井工業 ㈲安立水道 ㈱エコライクみえ 中六 日鉄環境エネルギーソリューション㈱
㈲竹内餅店 ミナミ運輸㈲ フロンティアの介護しまの憩
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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。

ガイドヘルプボランティア養成講座を開催しました

ありがとうメッセ
ージの紹介 　赤い羽根共同募金による助成を受けている団体から地域

の皆さまへ「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。

　介護者同士の交流を実施している介護者の会です。つどい、
笑いあい、介護疲れを癒す、そんな出会いが生まれる居場所
となっています。いつもありがとうございます。なごみ会（磯部地区）の活動の様子

　視覚に障がいを抱える方の移動・外出を支援するボランティアを養成する
ため、ガイドヘルプボランティア養成講座を全４回で開催し、高い志を持っ
た15名の方に参加いただきました。講座ではボランティアの基礎的な学習
から志摩市視覚障害者福祉会員との交流、視覚障がい者の理解を深める座学、
ガイドヘルプの実技を学んだ後、11月11日（木）阿児アリーナで行われた

あいふぇすたin志摩（三重県視覚
障害者福祉大会）でボランティアを実践しました。
　はじめてのガイドヘルプに戸惑いつつも講座で学んだこと
を活かし、参加者の方を懸命に支援する姿は晴れ晴れしく、
ボランティアの素晴らしさを改めて感じることができました。

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）
☎0599-68-7130／FAX 0599-44-1103

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10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）

令和 3年 9月21日から令和 3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。

相　　　　談 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員
法 律 相 談  ２月24日 木 13：30〜16：00 か が や き 弁 護 士

登 記・ 訴 訟 相 談  ２月16日 水 13：00〜16：00 サンライフあご 司 法 書 士 ３月16日

ご寄付をありがとうございました

丸定旅館他有志 様
　廃食油回収還元資金 3,000円
森　朝子 様 100,000円
山路いづみ 様 バスタオル 12枚

磯部町住民 様 10,000円
 米 120㎏
下村 様 米　30㎏
匿　　名 34,362円

匿　　名 37,281円
 商品券 8,000円
匿　　名 衣類

※相談時間は30分です。１月４日（火）より受付開始します。人数には限りがありますのでお早めにご予約ください。

★ＵＭＯＵプロジェクトへの羽毛ふとんのご寄付もたくさん寄せられました。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。


