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この広報紙は、みなさんからお寄せいただいた赤い羽根共同募金・社協会費を活用しています。 

https://matsusakawel.com/
本　　所／〒515-0073 松阪市殿町1563番地 
　　　　　　　 代表  電話 21-1487　FAX 23-3359 
ボランティアセンター／電話 23-2941　FAX 30-5692 
松阪支所／〒515-0005 松阪市鎌田町213番地1 
　　　　　　　　　　電話 30-5210　FAX 30-5564 
嬉野支所／〒515-2323 松阪市嬉野権現前町423番地9 
　　　　　　　　　　電話 42-2718　FAX 42-6481

三雲支所／〒515-2112 松阪市曽原町2678番地 
　　　　　　　　　 電話 56-7247　FAX 56-6837 
飯南支所／〒515-1302 松阪市飯南町横野885番地 
　　　　　　　　　 電話 32-4630　FAX 32-4634 
飯高支所／〒515-1612 松阪市飯高町富永72番地1 
　　　　　　　　　 電話 45-1125　FAX 45-1139
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午後1時～4時 
受付は午後3時20分まで ※振替休日も含みます 

5月・6月の無料市民相談のお知らせ 5月・6月の無料市民相談のお知らせ 
◎弁護士による 
　法律相談 

◎心配ごと相談員による心配ごと相談 

5月 
 

6月 
 

14日（木） 
28日（木） 
11日（木） 
25日（木） 

11日（月）午前8時半～ 
25日（月）午前8時半～ 
8日（月）午前8時半～ 
22日（月）午前8時半～ 

相談日 受付開始日 相談時間　午後1時～5時（先着順での予約時間となります） 
定　　員　12名（先着順） 
場　　所　松阪市福祉会館2階（殿町1563） 
受　　付　電話にて予約を受け付けます。 
予約専用電話　30－5690（福祉のまちづくり課） 

相談日時 相談場所 問合せ 

午前9時～12時 

 

 

 

午後1時～3時 

 

 

 

 

松阪支所　電話30－5210

嬉野支所　電話42－2718 

三雲支所　電話56－7247 

飯南支所　電話32－4630 

        

飯高支所　電話45－1125

土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業や行事が中止・延期されることがあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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ありがとうメッセージ 

令和2年度事業計画・予算 

助成金のご案内など 

つなごうボランティアの手と手 

支所だより 

松阪市地域包括支援センター 

お知らせ・やさしさありがとうなど 
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5月7日（木）11日（月）18日（月）25日（月） 

5月18日（月） 

5月27日（水） 

5月7日（木） 

5月12日（火） 

5月19日（火）  

5月26日（火）  

6月1日（月）15日（月） 

6月24日（水） 

6月2日（火）  

6月9日（火）  

6月16日（火） 

6月23日（火）  

6月1日（月）8日（月）15日（月）22日（月）29日（月）  

 

嬉野社会福祉センター（嬉野権現前町） 

 

松阪支所（鎌田町） 

ハートフルみくも保健福祉センター（曽原町） 

飯南高齢者生活福祉センター（飯南町横野） 

飯高地域振興局（飯高町宮前） 

飯高地域振興局川俣出張所（飯高町粟野） 

飯高地域振興局森出張所（飯高町森） 

飯高地域振興局波瀬出張所（飯高町波瀬） 

　昨年度も地域のさまざま
な行事で、地域のみなさん
からご協力 
いただいた 
赤い羽根 
共同募金が 
活用され 
ました。 
 

第一回まつさかボッチャ大会 市長杯 
“知ってみよう、やってみよう、感じてみよう” 

障がいの有無に関係なく誰もが参加できるユニバーサルスポーツ「ボッチャ」 

日　　時　6月27日（土）午前10時～正午　　 
場　　所　ハートフルみくも（曽原町2678） 
参加資格　松阪地域にお住まいの障がいのある方 
 問合せ・申込先　まつさかボッチャ大会実行委員会　上逵（ホームケアみくも）　 
　　　　　　　 電話20－9330 　Email：boccia.mat2020@gmail.com

参加費 
無料 

のお散歩 

本所 
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円 
　住友理工株式会社 五目ごはん50袋入14箱 
   カロリーメイト60個入4箱 
　株式会社夢グループ  代表取締役 石田 重廣 
　　1/15コンサート会場販売CD 
　　　　　 "夢スター春秋"収益の一部 5,870円 
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 
　　　　アピタ松阪三雲店 45,289円 
　　　　ピアゴ嬉野店 75,117円 
　松阪農業協同組合　　　　（氏名のみ記載） 　 
松阪支所 
　宇野鋳工 食品・日用品 
　匿名希望 食品 
　渡邉 晴美 （氏名のみ記載） 
　岩出 昌美 （氏名のみ記載） 
　株式会社おやつカンパニー （氏名のみ記載） 　 
三雲支所 
　匿名希望（三雲支所 サンウィングスへ） 布団用綿 　 
飯高支所 
　円応教飯南協会　西垣 眞子 30,000円 

善意のご寄附善意のご寄附
2/1～3/31受付分（順不同・敬称略） 

広報掲載へのご承諾いただいた方は次のとおりです。 

　障がいのある子どもが、学校や家庭とは違った経験や地域の人たちとの交流が行える場、日中の居場所づくり
を目的に開催します。 5

令和2年度赤い羽根共同募金助成金のご案内 P.3

松阪市児童発達支援地域スクール 松阪市児童発達支援地域スクール 松阪市児童発達支援地域スクール 

【ボランティアの内容】　　　 
　　児童と一緒にレクリエーション等への参加 
　　食事・トイレ等の付き添い 
　　※昼食はご用意します。駅から会場までの送迎もあります。ボランティア向け事前説明会も開催します。 
 

【開催日】市内の各地区市民センターや公民館などで開催します。詳しくはHPをご覧ください。 
　　7月22日（水） 27日（月） 30日（木） 31日（金） 
　　8月3日（月） 4日（火） 6日（木） 7日（金） 12日（水） 17日（月） 　 
　　　19日（水） 25日（火） 27日（木） 28日（金） 
【時間】 
　　午前9時～午後4時（集合午前8時50分） 

ボランティア募集 ボランティア募集 ボランティア募集 （夏季） （夏季） （夏季） 

　こんにちは。ふっきーです♪ 
　これからこのコーナーは「こん
にちは！社協です」の編集後記を
載せるんだ。いつもがんばってく
れている編集ボランティアさんの
想いをみなさんに届けるよ。 
裏話も聞けるかな？ 
 

編集ボランティアのみなさん 
 



介護保険事業収入 
606,206 
37.70%

障害福祉サービス等 
事業収入 
259,407 
16.13%

補助金収入 
211,361 
13.15%

受託金収入 
283,710 
17.65%

 
その他の収入 33,119　2.06%

事業収入  
13,000　0.81%

共同募金配分金収入 25,968　1.62%

会費、寄付金収入  
10,123　0.63% 
 貸付事業収入  
4,309　0.27% 
 

繰越金 
141,858 
8.82%

就労支援事業収入 18,727　1.16%

収入の部 
合計1,607,788千円 

貸付事業支出 16,096　1.08%

人件費支出 
1,034,625 
69.41%

助成金支出 
35,420　2.38%

事務費支出 
36,692　2.46%

その他の活動による支出 
42,698　2.86%

事業費支出 
296,834 
19.92%

積立資産支出 5,909　0.40%

負担金支出 1,214　0.08%

就労支援事業支出 
 20,018　1.34%

固定資産取得支出 971　0.07% 
 

支出の部 
合計1,490,477千円 

令和2年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算 令和2年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算 令和2年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

基本方針 
　いろんな場面で頼りになる社協をめざして、地域におけ

る課題や、そこで暮らす方々の困りごとへの支援、介護・

障がい福祉サービスに取り組んでまいります。 

　今年度より始まる第Ⅳ期経営計画のもと、法人運営部

門、福祉のまちづくり部門、在宅福祉サービス部門で連

携を図り、組織と職員がこれまでに培ってきた力とノウハウ

を発揮し、各事業の取り組みを着実に実践していきます。 

　さらに、第Ⅳ期経営計画と第3期松阪市地域福祉（活動）

計画ともリンクし、地域づくりがより充実して展開できるよう

「人づくり」「場づくり」「ネットワークづくり」を基本とした

地域福祉活動の推進を行ってまいります。 

・第Ⅳ期経営計画の進捗状況を把握し推進に努めます。 

・安定した組織運営と経営基盤の強化を図ります。 

・内部監査の実施により見直しチェック体制を強化し

ます。 

・地域福祉の活動拠点として、各施設の運営に努めます。 

・働き方改革に沿って、職場環境の整備に努めます。 

経営計画の推進と人材育成 
　　　　　　　       　【法人運営部門】 
 

・第3期地域福祉(活動)計画に基づき、住民や関係機関

と相互に努力し、「人づくり」「場づくり」「ネッ

トワークづくり」に取り組み、地域に根差した社協

活動を推進していきます。 

・地域担当制による小地域の福祉活動を中心に、関係

機関や関連団体との関りを密にした地域福祉活動の

事業を実施します。 

・一つひとつの相談に真摯に対応し、適切な支援や社

会資源に繋げます。 

地域福祉活動の推進並びに多様な 
生活課題に対する相談・支援体制の強化 
　　　　　　　    【福祉のまちづくり部門】 
 

・個々のニーズを尊重したサービス提供体制の整備を

図ります。 

・利用者のニーズを引き出し、サービスの創意工夫に

より自立支援に努めます。 

・研修、技術指導による介護技術の向上を図ります。 

・専門職種の養成講座を実施し、福祉人材の育成、確

保に努めます。 

 

自分らしい生活実現のための 
在宅福祉サービスの提供と充実 
　　　　　  　  【在宅福祉サービス部門】 
 

予 算

令和2年度  赤い羽根共同募金助成金 のご案内 

◆◆ 三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクトの取組み ◆◆

問合せ・申込先　松阪・嬉野・三雲・飯南・飯高の各支所 

問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話30-5690

問合せ・申込み先　福祉のまちづくり課　電話30－5690

問合せ・申込み先　松阪・嬉野・三雲・飯南・飯高の各支所 

・子どもの行事への助成 
　自治会・子ども会・親子会等が実施する子どもとその保護者を中心とした行事で、 
　かつその活動に地域との交流が盛り込まれているもの  

・宅老所活動への支援 
　社協に登録している宅老所の活動又は新規で宅老所を立ち上げる活動  

・障がい者団体等への行事助成  
　障がい者（児）施設・団体の活動において所在する地域との交流事業 

・子育て支援団体等への行事助成  
　放課後児童クラブ…子どもとその保護者が地域との交流を行う内容が盛り込まれている事業 
　子育てサークル……子育てをする保護者が集まりやすい環境の整備や行事の充実を図っている事業 

・障がい者福祉団体活動への助成　 
・老人クラブ連合会活動への助成 

・福祉関連団体活動への助成 
・リフレッシュママの会活動への助成 

地域が元気になる応援グッズを貸し出しています 
地域でのさまざまな行事にぜひご活用ください 
 

　地域のみなさんからご協力いただいた赤い羽根共同募金の配分として 
次の活動に助成します。 

子どもの居場所 
　　　　応援グッズ 

地域防災訓練等 
　　　　応援グッズ 

イベント 
応援グッズ 
 

レクリエーション 
　　　　応援グッズ 

子ども食堂などで使用する 
炊飯ジャー 
（1升炊き 
　2升炊き） 
スープジャー 
（8l） 
など 

移動かまど 
寸胴鍋 
リヤカー 
発電機 
など 

子どもから高齢者まで 
幅広く楽しめる 
大型輪投げや 
ジェンガ 
飯高るた 
など 

綿菓子機 
ポップコーン機 
かき氷機 
電気フライヤー 
など 

『子どもの居場所づくり事業』とは  
　子どもが地域とつながり、安心して生活することを目的に市民団体等が 
行う事業です。子どもたちと一緒に食事をしたり、学習の場を提供したり、 
遊びや交流の場といった取組みです。  

【助成金の対象】 
　松阪市内に活動拠点がある市民活動団体等 

事業区分 
社会福祉事業 
公益事業 
収益事業 
合　計 

1,155,716 
307,118 
27,643 

1,490,477

予算額 
事業別支出内訳 【単位：千円】 

事業区分 
社会福祉事業 
公益事業 
収益事業 
合　計 

1,250,324 
329,821 
27,643 

1,607,788

予算額 
事業別収入内訳 【単位：千円】 

　10月～3月まで、赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。  
「三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト」は、地域社会に貢献する取り組みとして多くの企業等に、
引き続きご協力いただいています。詳細は、三重県共同募金会のホームページをご覧ください。  
　今年度は、募金を『子どもの居場所づくり事業』に活用させていただきます。  
 

グッズの詳細はホームページへ 

みんな食堂くらぶ 
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◆◆ 三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクトの取組み ◆◆
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問合せ・申込み先　福祉のまちづくり課　電話30－5690

問合せ・申込み先　松阪・嬉野・三雲・飯南・飯高の各支所 
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　かつその活動に地域との交流が盛り込まれているもの  

・宅老所活動への支援 
　社協に登録している宅老所の活動又は新規で宅老所を立ち上げる活動  

・障がい者団体等への行事助成  
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・子育て支援団体等への行事助成  
　放課後児童クラブ…子どもとその保護者が地域との交流を行う内容が盛り込まれている事業 
　子育てサークル……子育てをする保護者が集まりやすい環境の整備や行事の充実を図っている事業 

・障がい者福祉団体活動への助成　 
・老人クラブ連合会活動への助成 

・福祉関連団体活動への助成 
・リフレッシュママの会活動への助成 

地域が元気になる応援グッズを貸し出しています 
地域でのさまざまな行事にぜひご活用ください 
 

　地域のみなさんからご協力いただいた赤い羽根共同募金の配分として 
次の活動に助成します。 

子どもの居場所 
　　　　応援グッズ 

地域防災訓練等 
　　　　応援グッズ 

イベント 
応援グッズ 
 

レクリエーション 
　　　　応援グッズ 

子ども食堂などで使用する 
炊飯ジャー 
（1升炊き 
　2升炊き） 
スープジャー 
（8l） 
など 

移動かまど 
寸胴鍋 
リヤカー 
発電機 
など 

子どもから高齢者まで 
幅広く楽しめる 
大型輪投げや 
ジェンガ 
飯高るた 
など 

綿菓子機 
ポップコーン機 
かき氷機 
電気フライヤー 
など 

『子どもの居場所づくり事業』とは  
　子どもが地域とつながり、安心して生活することを目的に市民団体等が 
行う事業です。子どもたちと一緒に食事をしたり、学習の場を提供したり、 
遊びや交流の場といった取組みです。  

【助成金の対象】 
　松阪市内に活動拠点がある市民活動団体等 

事業区分 
社会福祉事業 
公益事業 
収益事業 
合　計 

1,155,716 
307,118 
27,643 

1,490,477

予算額 
事業別支出内訳 【単位：千円】 

事業区分 
社会福祉事業 
公益事業 
収益事業 
合　計 

1,250,324 
329,821 
27,643 

1,607,788

予算額 
事業別収入内訳 【単位：千円】 

　10月～3月まで、赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。  
「三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト」は、地域社会に貢献する取り組みとして多くの企業等に、
引き続きご協力いただいています。詳細は、三重県共同募金会のホームページをご覧ください。  
　今年度は、募金を『子どもの居場所づくり事業』に活用させていただきます。  
 

グッズの詳細はホームページへ 

みんな食堂くらぶ 
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ボランティア始めてみませんか？ ボランティア始めてみませんか？ 

　ボランティアセンターでは、アルミ缶を回収しています。ボランティアグループの皆さんにより
仕分けされ、車イス購入などへとつなげております。ご協力いただける方は、ボランティアセンター
までご連絡ください。 
　今回は、集まったアルミ缶がどのように活用されているかご紹介します。 
　なお、プルタブにつきましては、回収業者様の都合にて収集しておりません。ご了承ください。 

　また古切手・書き損じハガキ・ベルマークも回収しています。ボランティアグループにより仕分けら
れ、海外での医療活動資金、ひとり暮らし高齢者への誕生日お便りや、学校支援などにつなげています。 

　木々の緑が目にまぶしい季節となりました。皆さん、新年度の生活にも慣れてきましたか。 
　ボランティアセンターでは「ボランティアをしてみたい」「地域貢献したい」「どんな活動がある
の？」「どうやって始めるの…」など、そんな方々の応援やサポートをおこなっています。 
　ボランティア活動に関心があり、これから活動をはじめたい方や迷っている方は、ぜひ一度ボラン
ティアセンターへお問い合わせください。自分にあった活動を一緒に探しましょう。 

ここはボランティア　センター 
のコーナーです 
 電 話 23－2941 
ＦＡＸ 30－5692

ここは松阪市ボランティア  
連絡協議会のコーナーです 

ボランティアしませんか 

つなごうボランティアの手と手

※車いすやアルミ缶の価格には変動があります。 

アルミ缶を集めています！！ 

令和2年度度 
松阪市ボランティア連絡協議会総会のお知らせ 
令和2年度 
松阪市ボランティア連絡協議会総会のお知らせ 
日　時　5月10日（日）　午前10時半～午後3時 
場　所　ハートフルみくも（松阪市曽原町） 
議　題　令和元年度活動報告及び会計報告 
　　　　役員改選 
　　　　令和2年度活動計画（案）及び予算（案） 
　　　　研修交流会「ボッチャを体験しよう」 
 
※出席される方は、ボランティアセンター又は各支部ボランティア担当までご連絡ください。 
　グループにつきましては、代表者で取りまとめのうえ、ご連絡ください。 
※各支部より送迎バスを運行いたします。利用される方は出席の連絡の際にお申し出ください。 
　バス定員に限りがございます。可能なかぎりグループ等で乗り合わせいただきますようお願いいたします。 
　なお、出発の時刻や乗り場については、各グループへの案内通知をご覧ください。 
 

令和2年度ボランティアセンター事業予定 
・サマーボランティアスクール 
・ふれあい体育祭 
・ボランティアフェスタ 
・絵手紙ボランティア養成講座　 
・災害ボラセンサポートスタッフ養成講座 
・手話サロン　など 

　ボランティア連絡協議会は、現在90グループ1514名の方々が登録されています。会員登録をして
いただくことで、ボランティアセンターによる各グループ及び個人ボラへの活動サポート（ボラン
ティア活動先の紹介や調整・情報発信・活動に伴う資機材の貸し出し、ボランティア活動保険の補
助など）を受けることができます。 
　また連絡協議会として、各グループの枠を越えての「学びの場」「交流の場」「啓発の場」を設け
ています。 

【松阪市ボランティア連絡協議会の取り組みの紹介】 
・ボランティア研修会…多種多様なボランティア活動において共通する大切なテーマを学び合います。 
　（防災活動・災害支援、次世代へ活動を伝える、子ども達と一緒に活動を行なうなど） 
・ボランティアフェスタ…ボランティアや福祉活動の体験を通して活動の普及・啓発を行ないます。 
　（三重県立こどもの城との共同企画など） 
・ボランティアサロン…ボランティアグループが持つ特色をテーマに、会員の交流を図っています。 
　（折り紙・手話ダンス・歌声喫茶・災害時の調理実習など） 
　その他、障がい当事者の方と共に楽しむスポーツ企画や他市町視察研修なども行なっています。 

松阪市ボランティア連絡協議会会長 
高瀬良弘（鵲地区見回り隊） 

 
ボランティア交流会より 

「心と体の健康寿命を延ばすには 
ボランティアがいいかも」を合言葉に 

頑張っています。 
たくさんの出会いと学びがあります。 
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担当地域公民館　第一　第二　幸　神戸　徳和 

担当地域公民館　飯南管内　飯高管内 

担当地域公民館　橋西　松ヶ崎　港　第四　東　朝見　櫛田　漕代　機殿　東黒部　西黒部　 

担当地域公民館　花岡　松尾　大河内　宇気郷　射和　大石　茅広江 

担当地域公民館　嬉野管内　三雲管内　阿坂　伊勢寺 

支所だより 支所だより 

問合せ・申込先　松阪支所（鎌田町213-1）　電話30-5210

松阪 

飯高 飯南 

カフェ はじめました 
NEW・FACE 
～新入職員のご案内～ 
ふだんの くらしを しあわせに 
　誰もが安心して暮らすこと
のできる福祉のまちづくりを
推進するため各支所職員一丸
となって地域の皆さまと共に
取り組んでいきます。 

キッズヨガ 教室 

日　時　5月28日（木）午前10時～11時半 
　　　　（受付  午前9時半～）　　　　　 
対　象　3才以上の子と保護者 
定　員　30名(事前申し込み必要) 
持ち物　参加者数分のヨガマット 
　　　　（バスタオル可）、タオル、 
　　　　膝掛け、飲み物 

親子でヨガを楽しみませんか 

どなたでも気軽に立ち寄れて
ホッとひと息 ゆっくりと過ご
していただける場になればと
思います。 
※4月第2金曜日はお休みです。 

『希望の園』作品展示会 
期　間　6月22日（月）～26日（金） 
　　　　午前9時～午後5時 

飯南地区『高齢者の集い』 

日　時　6月25日（木）午前10時～午後2時 
場　所　飯南ふれあいセンター 
対　象　70歳以上のひとり暮らしの方　 
　　　　75歳以上の高齢者のみの世帯の方 
主　催　飯南地区福祉会 
問合せ・申込先　電話32-4630　ＦＡＸ 32-4634

コミュニティスペースでのイベントのご案内 

日　時　6月28日（日） 
　　　　午前9時半～11時半 
　　　　（受付  午前9時～） 
場　所　ハートフルみくも 
　　　　スポーツ文化センター 
定　員　40名 
　　　　（小学生以下保護者同伴） 
申込締切日　6月24日（水） 

誰もが役割と出番のある場づくり 

　松阪社協では、幅広い世代の人たちが集い参加できる 
テーマを持った出会いの場を企画しながら、誰もが役割 
と出番のある場づくりに取り組んでいます。 

　対象の方には、地区
の民生委員より参加の
確認をとらせてただき
ます。 
　ぜひご参加ください。 

あなたのまちの　 
地域担当者 

　 
　昨年10月より飯高支所の
地域担当者として配属され
ました。 
　飯高地域のふくしのまち
づくりに地域のみなさんと共に取り組んでいきます。
オレンジジャンバーで地域に伺いますのでぜひ声を
かけてください。 

あなたのまちの 
地域担当者 

 
　今年度も“多わ会”では、
障がい者の交流会や人形劇観
賞などの地域交流会、高齢者2
人暮らしの集いなど、嬉野地

域のみなさんと共にさまざまな方が参加いただける
事業を展開していきます。地域で見かけたら、ぜひ
声をかけてください。また、嬉野地域を一緒に盛り
上げていただける方を大募集中です。 

問合せ　嬉野支所　電話42-2718

問合せ　飯高支所　電話45-1125

嬉野 三雲 エアロビクス教室 
参加者募集！ 

問合せ・申込先　 
ハートフルみくもスポーツ文化センター　電話56-6611

第一地域包括支援センター 

第二地域包括支援センター 

第三地域包括支援センター 

第四地域包括支援センター 

開 催 日 時  場 　 　 所  内 　 　 容  

5月18日(月)午後1時半～3時 

5月27日(水)午後1時半～3時半 

第2の人生かがやき塾①　知って備える契約トラブル 

6月15日(月)午後1時半～3時 

6月24日(水)午後1時半～3時 

第2の人生かがやき塾②　脳の健康チェック 

第2の人生かがやき塾②　 
　認知症サポーター養成講座＋安心見守り隊養成講座 

第2の人生かがやき塾③　 
　みんなで笑って心も体もスッキリ！（クイズ） 

6月24日、7月1日・15日（水）開催 
午後1時半～3時半 ※全3回 元気まるごと運動教室 

第二公民館 

第一公民館 

大津公会堂 

グッ！と楽　　教室 ～運動編～  
（生活動作を楽にする運動） 

5月21日(木)午後1時半～3時半 
6月 4日(木)午後1時半～3時 
6月18日(木)午後1時半～3時 

6月1日(月)より開催 
午後2時～4時　全6回 

中級  介護予防いきいきサポーター養成講座 ～認知症予防編～  
（作業療法士による脳活性化の運動やレク） 

嬉野社会福祉 
センター 

第二月曜日  午前10時～11時半  
（月によって変更あり） 

男塾 ～男性限定の運動教室～  
集まりの場に出てくることの少ない男性の方。  
楽しく体を動かして、気楽に地域のつながりの輪を広めませんか。 

飯高老人福祉 
センター 

各地域で介護予防教室などを開催しています。お問い合わせください。 

中原文化センター 

電話51-5885　鎌田町244-3

第五地域包括支援センター 

各地域で介護予防教室などを開催しています。お問い合わせください。 

電話25-4300　駅部田町25-3

電話32-5083　飯南町横野885（ふれあいセンター） 

電話42-7255　嬉野権現前町423-9（嬉野社会福祉センター） 

電話25-1070　白粉町363（松阪地区医師会1階） 

身近な地域で 集う場・楽しむ場を作りませんか 
住民主体の介護予防のためのつどい 
住民主体型通所サービスB

らっく 

飯南地域 笑のわサロン のみなさん 

※初日は午後1時から　最終日は午後3時まで 

　松阪市介護予防・日常生活総合事業に位置

付けられた、住民主体型の運動などを目的と

した自主的な通いの場です。身近な地域で集

い気心の知れた仲間との絆を深めることで、

地域の支え合いにもつながります。 

　開催内容により、開設費や運営費補助など

のしくみもあります。 
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担当地域公民館　嬉野管内　三雲管内　阿坂　伊勢寺 

支所だより 支所だより 

問合せ・申込先　松阪支所（鎌田町213-1）　電話30-5210

松阪 

飯高 飯南 
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オレンジジャンバーで地域に伺いますのでぜひ声を
かけてください。 
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中原文化センター 

電話51-5885　鎌田町244-3

第五地域包括支援センター 
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ふれあいネットワーク 

1

この広報紙は、みなさんからお寄せいただいた赤い羽根共同募金・社協会費を活用しています。 

https://matsusakawel.com/
本　　所／〒515-0073 松阪市殿町1563番地 
　　　　　　　 代表  電話 21-1487　FAX 23-3359 
ボランティアセンター／電話 23-2941　FAX 30-5692 
松阪支所／〒515-0005 松阪市鎌田町213番地1 
　　　　　　　　　　電話 30-5210　FAX 30-5564 
嬉野支所／〒515-2323 松阪市嬉野権現前町423番地9 
　　　　　　　　　　電話 42-2718　FAX 42-6481

三雲支所／〒515-2112 松阪市曽原町2678番地 
　　　　　　　　　 電話 56-7247　FAX 56-6837 
飯南支所／〒515-1302 松阪市飯南町横野885番地 
　　　　　　　　　 電話 32-4630　FAX 32-4634 
飯高支所／〒515-1612 松阪市飯高町富永72番地1 
　　　　　　　　　 電話 45-1125　FAX 45-1139

目　　　次 

午後1時～4時 
受付は午後3時20分まで ※振替休日も含みます 

5月・6月の無料市民相談のお知らせ 5月・6月の無料市民相談のお知らせ 
◎弁護士による 
　法律相談 

◎心配ごと相談員による心配ごと相談 

5月 
 

6月 
 

14日（木） 
28日（木） 
11日（木） 
25日（木） 

11日（月）午前8時半～ 
25日（月）午前8時半～ 
8日（月）午前8時半～ 
22日（月）午前8時半～ 

相談日 受付開始日 相談時間　午後1時～5時（先着順での予約時間となります） 
定　　員　12名（先着順） 
場　　所　松阪市福祉会館2階（殿町1563） 
受　　付　電話にて予約を受け付けます。 
予約専用電話　30－5690（福祉のまちづくり課） 

相談日時 相談場所 問合せ 

午前9時～12時 

 

 

 

午後1時～3時 

 

 

 

 

松阪支所　電話30－5210

嬉野支所　電話42－2718 

三雲支所　電話56－7247 

飯南支所　電話32－4630 

        

飯高支所　電話45－1125

土曜日・日曜日・祝日を除く毎日 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業や行事が中止・延期されることがあります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。 
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ありがとうメッセージ 

令和2年度事業計画・予算 

助成金のご案内など 

つなごうボランティアの手と手 

支所だより 

松阪市地域包括支援センター 

お知らせ・やさしさありがとうなど 

1 

2 

3 

4・5 

6 

7 

8

5月7日（木）11日（月）18日（月）25日（月） 

5月18日（月） 

5月27日（水） 

5月7日（木） 

5月12日（火） 

5月19日（火）  

5月26日（火）  

6月1日（月）15日（月） 

6月24日（水） 

6月2日（火）  

6月9日（火）  

6月16日（火） 

6月23日（火）  

6月1日（月）8日（月）15日（月）22日（月）29日（月）  

 

嬉野社会福祉センター（嬉野権現前町） 

 

松阪支所（鎌田町） 

ハートフルみくも保健福祉センター（曽原町） 

飯南高齢者生活福祉センター（飯南町横野） 

飯高地域振興局（飯高町宮前） 

飯高地域振興局川俣出張所（飯高町粟野） 

飯高地域振興局森出張所（飯高町森） 

飯高地域振興局波瀬出張所（飯高町波瀬） 

　昨年度も地域のさまざま
な行事で、地域のみなさん
からご協力 
いただいた 
赤い羽根 
共同募金が 
活用され 
ました。 
 

第一回まつさかボッチャ大会 市長杯 
“知ってみよう、やってみよう、感じてみよう” 

障がいの有無に関係なく誰もが参加できるユニバーサルスポーツ「ボッチャ」 

日　　時　6月27日（土）午前10時～正午　　 
場　　所　ハートフルみくも（曽原町2678） 
参加資格　松阪地域にお住まいの障がいのある方 
 問合せ・申込先　まつさかボッチャ大会実行委員会　上逵（ホームケアみくも）　 
　　　　　　　 電話20－9330 　Email：boccia.mat2020@gmail.com

参加費 
無料 

のお散歩 

本所 
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円 
　住友理工株式会社 五目ごはん50袋入14箱 
   カロリーメイト60個入4箱 
　株式会社夢グループ  代表取締役 石田 重廣 
　　1/15コンサート会場販売CD 
　　　　　 "夢スター春秋"収益の一部 5,870円 
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 
　　　　アピタ松阪三雲店 45,289円 
　　　　ピアゴ嬉野店 75,117円 
　松阪農業協同組合　　　　（氏名のみ記載） 　 
松阪支所 
　宇野鋳工 食品・日用品 
　匿名希望 食品 
　渡邉 晴美 （氏名のみ記載） 
　岩出 昌美 （氏名のみ記載） 
　株式会社おやつカンパニー （氏名のみ記載） 　 
三雲支所 
　匿名希望（三雲支所 サンウィングスへ） 布団用綿 　 
飯高支所 
　円応教飯南協会　西垣 眞子 30,000円 

善意のご寄附善意のご寄附
2/1～3/31受付分（順不同・敬称略） 

広報掲載へのご承諾いただいた方は次のとおりです。 

　障がいのある子どもが、学校や家庭とは違った経験や地域の人たちとの交流が行える場、日中の居場所づくり
を目的に開催します。 5

令和2年度赤い羽根共同募金助成金のご案内 P.3

松阪市児童発達支援地域スクール 松阪市児童発達支援地域スクール 松阪市児童発達支援地域スクール 

【ボランティアの内容】　　　 
　　児童と一緒にレクリエーション等への参加 
　　食事・トイレ等の付き添い 
　　※昼食はご用意します。駅から会場までの送迎もあります。ボランティア向け事前説明会も開催します。 
 

【開催日】市内の各地区市民センターや公民館などで開催します。詳しくはHPをご覧ください。 
　　7月22日（水） 27日（月） 30日（木） 31日（金） 
　　8月3日（月） 4日（火） 6日（木） 7日（金） 12日（水） 17日（月） 　 
　　　19日（水） 25日（火） 27日（木） 28日（金） 
【時間】 
　　午前9時～午後4時（集合午前8時50分） 

ボランティア募集 ボランティア募集 ボランティア募集 （夏季） （夏季） （夏季） 

　こんにちは。ふっきーです♪ 
　これからこのコーナーは「こん
にちは！社協です」の編集後記を
載せるんだ。いつもがんばってく
れている編集ボランティアさんの
想いをみなさんに届けるよ。 
裏話も聞けるかな？ 
 

編集ボランティアのみなさん 
 


