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令和４年度 志摩市社会福祉大会　開催！

令和４年度 志摩市社会福祉大会　社会福祉功労表彰・感謝者名簿（順不同、敬称略）
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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
　今年も新型コロナウイルスが収束していない中での令和５年になりますが、
皆さんはどんな年になっていったらうれしいでしょうか。また、どんな思いで
動こうと考えているでしょうか。社会福祉法にもとづく地域福祉（活動）計画も、
第４次がスタートしていますが、コロナ禍の中での活動は、コロナ前と比べる
と制限があり、地域とのつながりに少し遅れが生じてしまっているように感じ
ます。住民の皆様と我々社会福祉協議会の活動が制限されるということは、地
域福祉の衰退となってしまいますので、今一層住民の皆様と共に、経済活動の
再開に合わせ、共に前進できるようにご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　さて残念ながら、変わらず多種多様な課題が発生し、様々な世代で生きづらさを抱えているのが実
態です。私たちは、地域の安心・安全を求め活動していますが、これからさらに人口が減少し、少子
化や高齢化が進みます。この志摩市が持続可能な志摩市であり続けていけるために、住民一人一人が
健康で元気で、いつまでも子ども達の声が聞け、大人になってもこの地域に愛着をもって住み続けて
もらえる、帰ってきたいと思える魅力ある地域づくりを、より多くの住民の皆さんと共に歩み進めて
いきたいと考えています。現代は個人対個人やネットとのつながりだけの時代になってしまっていま
すが、個人の時代からもう一度人が集まりにぎやかな地域で、すべての世代であたたかい支え合い活
動が進展していけるように、「共に育ち、共に生きる」共同を引き続きお願いしたいと考えています。
　そして、小さな子ども達から高齢者の皆様まで、また様々な障がいをお持ちの方も、「居場所が
あり」だれもが「つながり、自分らしく」安心して暮らせる、地域としていくのが私たちの役割で
はないかと感じております。これからも社会福祉協議会は職員一同、住民の皆様方と共に歩んでい
きますので、地域福祉の向上に力を貸して頂きたいと思っています。
　結びにあたり、皆様方のご健勝を祈念し、ご支援とご協力を切にお願い申し上げ、挨拶といたし
ます。

◆講演会のお知らせ◆

令和５年１月26日（木）
場　所

開催日時

阿児アリーナベイホール
13:30～15:30　※受付13:00～

【申込先】志摩市社会福祉協議会　くらしサポートセンターふんばり　ＴＥＬ：0599－68－7130
　　　　 e-mail：seikatsu@shima-fukushikyo.or.jp　　　　　 ＦＡＸ：0599－44－1103

多頭飼育問題と生活困窮者支援の現状 ～正しい知識が地域と小さな命を救う～

講師プロフィール
岐阜県出身。大学卒業後、日本語教師の資格を取り、広く海外を歩く。14年に
自走型保護猫カフェ「ネコリパブリック」を岐阜で開店。現在、全国 6 店舗の
ほか、物販専門店「NECOREPA  STORE」を運営している。保護猫カフェ事業
を軸に、保護猫を家族にする文化を広めるために、さまざまな事業を新しい切り
口で展開し続けている。

　今、地域で、生活困窮者のみならず障がい者、高齢者などの世帯でもネコの多頭飼育が問題
となっています。支援者も頭を抱えている「ネコ事情」と「正しいネコの知識」について、と
もに考えませんか。ご興味のある方は、ぜひ下記申込先までお問い合わせください。

※先着50名
　申込期限：令和５年１月20日（金）講師 河 瀬　麻 花 氏

参加費
無料ネコ問題を知る!ネコ問題を知る!ネコ問題を知る!
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善意の柱、支える子どもの明るい明日

　㈱山口工務店従業員の皆様から、子育てを支援しているボランティア団体へ活動資金が贈られまし
た。この活動資金は、地域に貢献したいという従業員の皆様の思いが詰まっています。志摩市社協ボ
ランティアセンターにご相談を頂き、ボランティアセンターに登録している団体との橋渡しをさせて
頂きました。
　支援を受けた団体からは、
「子ども用の食器を揃えたい」
「子ども食堂で活用したい」
「棚やおもちゃを購入したい」
等の声が聞かれました。
　寄付という地域貢献活動から
企業と地域のつながりづくりを
お手伝いすることができ嬉しく
思います。

　山口工務店は、社業を通じて地域のため、社会のために貢献できることを考え続けています。
　この度は、私たちの思いを子育て支援ボランティア様で役立てて頂けることを嬉しく思っております。
　2020 年 2 月に志摩にショールームをオープンさせて頂き、家づくりに携わる仲間達と、これからも
未来に夢を描き、地域の皆様に認められ、貢献していける取り組みを行なっていきたいと考えています。

山口工務店　志摩ショールーム事業部　河 口 智 哉　

～㈱山口工務店様から　子育て支援のボランティア団体へ～
 工務店の地域貢献 

寄付贈呈式　～磯部健康福祉センターかがやき～

社会貢献への思い

　2022 年 7 月に七夕まつりを開催しました。光る
ブレスレットの配布、七夕の短冊、飾りの費用の一
部に使わせていただきました。
　また、公民館で開催する交流の場や地域美化活動
を今後も細く長く続けていきたいです。この度は、
ありがとうございました。
　コロナ禍でも工夫して、子どもとお母さん達の笑
顔を増やしていきます！

　この度は、あたたかい寄付を頂戴し本当にありが
とうございます。
　これからもリユースステーション「YOTTECO」
を中心に、子育てイベントなど地域の子育て世代や
子ども達の楽しみの場、心のより所となるよう活動
に励んでいきます。

おおきんな　キッズクラブ

子育てクラブ　志摩リズム

寄付を受けた団体から、㈱山口工務店様へ

を届けましたありがと
うメッ

セージ
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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
★★★お気軽にご相談ください★★★

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。
※担当弁護士が１名のため、つながりにくい場合があります。

◆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： 2 月24日（金）
　　　　　 3 月10日（金）・ 3 月24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23日（木）　かがやき
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）～

◆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： 3 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）

〈相談・問い合わせ先〉
くらしサポートセンターふんばり（磯部かがやき内）
☎0599-68-7130／FAX 0599-44-1103

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。

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 月　日 曜日 時　　　間 場　　　所 相　談　員

法 律 相 談 ２月16日 木
10：30～12：00 さ く ら 苑

弁 護 士
13：30～16：00 阿児アリーナ（第１会議室）

登 記・ 訴 訟 相 談 ３月15日 水 13：30～16：00 か が や き 司 法 書 士

※相談時間は30分です。１月４日（水）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災害支援プロジェクトとは…
　不要になった羽毛布団を回収し、その羽根が
新たな資源として買い取られる際の収益が志摩
市の災害支援のために寄付される仕組みです。
　災害支援プロジェクトは、11 月 30 日で受
付を終了しましたが、ＵＭＯＵプロジェクトは
随時受け付けておりますので、引き続きご協力
をよろしくお願いいたします。

◆受付枚数累計　７８枚

ＵＭＯＵ災害支援プロジェクト志摩
ご協力ありがとうございました　令和 4年 9月21日から令和 4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

丸定旅館他有志 様 廃食油回収還元資金 3,000円
志摩わらべ会　代表　浜口　拓 様 20,000円
住民の声を聞く・志摩市民の会 様 131,651円

（公社）三重県宅地建物取引業協会
　伊勢志摩支部 様 30,000円
カラオケ真戸運永 様 20,000円
出口　敢 様 毛糸多数
　匿　　名 米60㎏


