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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

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 

7月・8月の無料市民相談のお知らせ 7月・8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 

7月 
 

8月 
 

9日（木） 
30日（木） 
13日（木） 
27日（木） 

6日（月）午前8時半～ 
27日（月）午前8時半～ 
11日（火）午前8時半～ 
24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～11時半 

 

 

 

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。 

2020 
No.93

笑顔とありがとう 

令和元年度収支決算および赤い羽根配分報告 

介護職員初任者研修受講生募集など 

つなごうボランティアの手と手 

地域担当者の紹介 

松阪市地域包括支援センター 

市民相談・善意のご寄付など 
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7月6日（月）13日（月）20日（月）27日（月） 

7月6日（月）20日（月） 

7月22日（水） 

7月7日（火） 

7月14日（火） 

7月21日（火）  

7月28日（火）  

8月3日（月）17日（月） 

8月26日（水） 

8月4日（火）  

8月11日（火）  

8月18日（火） 

8月25日（火）  

8月3日（月）11日（火）17日（月）24日（月）31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） 

　松阪社協で行っている事業の紹介や行事のお知らせを、ケーブル
テレビ(行政チャンネル)で放送しています。過去放送分も松阪社協
ホームページでご覧いただけます。 

★のびのびＢＡＢＹ・ＫＩＤＳひろば★を開設します 
　長年続けてきている“一般開放”ですが、集会室でのカラオケに加え
て、老休室に入園・入学前の親子を対象とした広場を開設します。パパ・
ママの交流の場にご活用ください。 
　毎月第1水曜日の午前9時から午後4時まで開放しております。下記
の日時ではイベントを開催します。 
　※ボランティアさんも大募集！　『おおきんポイント』適応事業 

のお散歩 編集後記 

見 て み て 社 協 で す ！ 見 て み て 社 協 で す ！ 

今後の放送内容 
7月 サマーボランティアスクールについて 
8月 三行詩募集について 
※放送内容は変更することがあります。 

問合せ・申込先　嬉野支所　電話42-2718

本所 
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円 
　クラギ株式会社（訪問サービス事業所・困窮者支援  
　　　　に関わる事業の支援へ） マスク5,000枚 
　三重トヨペット㈱松阪塚本店 防災セット 　 
松阪支所 
　アーナンダ 折り畳みベッド 
　匿名希望 卓球台・電子ピアノ 
　パークの会 ぞうきん17枚(宅老所活動で作ったもの) 　 
三雲支所 
　濱口弘之［コイン精米濱口］ お米30kg 　 
飯南支所 
　松阪市手をつなぐ親の会飯南支部 
　　（飯南支所・夢風船へ） 各5,000円 
　退職公務員連盟飯南支部 
　　（飯南支所・飯高支所へ） 各31,306円 　 
飯高支所 
　リニューアブルジャパン株式会社 
　　　　　　　　（飯高じゃんぷへ） マスク 
　ワラビ合同会社（飯高じゃんぷへ） マスク 
　阪口直人（支所内各事業所へ）  マスク900枚 

善意のご寄付善意のご寄付
4/1～5/31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。 

日　時 

7月1日（水） 
午前10時～ 

8月5日（水） 
午前10時～ 

読み聞かせ 

夏野菜で作る 
簡単おやつ作り 

内　容 場　所 申込み 

嬉野社会 
福祉センター 
(老休室)

不要 

必要 
（5組） 

表紙の写真について 
飯高町　小林様、クラギ㈱様 からのマスク寄贈にか
かる贈呈式の様子と、みんな食堂・久保山宅老所の
みなさんが、届けられたマスクを着用されていると
ころです。 
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　こんにちは。社協だより編集ボランティアの藤原茂子です。
7月発行の93号の準備は4月末から。時は世界中が、日本中が
新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛中。長い間こ
の活動に携わっている私達にとっても初めてのこと。でも、6
月末から始まる次号にむけての活動は元気に再開できそうです。 



決算書収入内訳 

令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 
決算書支出内訳 

収入の部 

助 成 金 支 出  
就労支援事業支出 
負 担 金 支 出  
貸付事業支出  
 
支 出 合 計 

人 件 費 支 出  
事 業 費 支 出  
固定資産取得支出 
その他の支出  
積立資産支出  
事 務 費 支 出  

勘定科目 勘定科目 決算額 決算額 

支出の部 （単位：千円） 

974,275 
296,750 
135,492 
43,884 
38,080 
33,837

33,563 
20,959 
13,428 
1,426 

 
1,591,694

会費・寄附金収入  
事 業 収 入  
貸付事業収入  
  
 
収 入 合 計 

介護保険事業収入 
受 託 金 収 入  
障害福祉サービス等事業収入 
補 助 金 収 入  
そ の 他 の 収 入  
共同募金配分金収入  

勘定科目 勘定科目 決算額 決算額 
589,116 
279,105 
268,011 
213,017 
46,407 
27,750 

 

13,370 
11,295 
3,138 

 
 

1,451,209

（単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①松阪全域　　6,212,279円 
●広報誌の発行（年6回）、赤い羽根広報誌の発行（年1回） 
●火災・風水害見舞い（3件）、行路病人等支援（9件） 
●市民活動助成事業（7団体） 
●社会福祉大会・フェスティバルの開催 
●地域福祉教育推進事業 
●障がい者サポートブック事業 
●福祉関連団体活動助成（障がい者団体等14件） 
●子どもの居場所づくり事業の開催 
●炊き出し活動 

④三雲地域　　2,244,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ8件） ●地区福祉会等へ助成（一般募金の30％）　 
●共同募金広報啓発事業 ●宅老所活動支援助成（4件） 
●在宅介護者のつどい ●ひとりぐらし高齢者のつどい 
●障がい児者クリスマスパーティー ●障がい者団体行事助成 
●小学生新1年生雨傘贈呈（4校180本） ●子どもの未来支援事業 
●子育て支援団体等の行事助成 
（放課後児童クラブ4件・子ども会等行事助成22件）　 

⑥飯高地域　　773,865円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ7件） 
●地区福祉会等へ助成（共募一般募金の30％） 
●地区別世代間交流事業（4地域） 
●ボランティア活動助成（4件） 
●安心見守りネットワーク活動 
●障がい者福祉団体交流会 
●療育キャンプの開催 
●卒業児雨傘贈呈（14本） 
●子育て支援行事助成事業 
　（放課後児童クラブ1件、 
　　リフレッシュママの会） 
●在宅介護者のつどい 
 

⑤飯南地域　　1,166,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ8件） 
●地区福祉会へ助成（一般募金の30％） 
●地域見守りづくり 
●地域行事助成事業 
●要援護高齢者見守り活動（配食332件） 
●高齢者世帯のつどい 
●ふれあいｻﾛﾝ等交流（2回） 
●子育て支援団体等の行事助成 
　（放課後児童クラブ1件・子育てサークル1件 
　　子ども会等行事助成8件） 
●障がい者施設団体行事助成（1件） ②松阪地域　　12,681,898円 

●小地域福祉活動推進助成（2回延べ47件） 
●地区福祉会等へ活動助成（一般募金の30％） 
●在宅介護者のつどい開催 
●みんなの居場所づくり事業 
●共同募金ＰＲバザー出店（2回） 
●障がい者施設団体行事助成（24件） 
●宅老所活動支援助成（74件・内新規7件） 
●子育て支援団体等の行事助成 
　（放課後児童クラブ17件・子育てサークル5件・ 
　　子ども会等行事助成141件） 
●鈴の音バス支援 
●子どもの居場所交流クリスマスパーティー 

③嬉野地域　　3,469,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ12件） 
●地区福祉会へ助成（一般募金の30％） 
●地域交流会の開催 
●おおきんバス支援 
●共同募金PRバザー出店（4か所） 
●在宅介護者のつどい 
●高齢者のつどい 
●宅老所活動支援助成（34件・内新規1件） 
●宅老所交流会の開催 
●障がい者交流会の開催 
●子育て支援行事助成事業 
　（放課後児童クラブ5件・子育てサークル3件 
　　子ども会等行事助成40件） 
 

内、186,727は、松阪支所建設に係る支出 

介護保険事業収入 
40.59%  

 

受託金収入 
19.22%

補助金収入  
14.68% 
 

障害福祉 
サービス等 
事業収入 
18.47% 
 

事業収入 0.78%

その他の収入 3.21% 
 

共同募金配分金収入 1.91% 
 

人件費支出 
61.20% 
 

事業費支出 
18.65% 
 

会費・寄附金収入 0.92% 
 

貸付事業収入 0.22% 
 
 

固定資産取得支出 
8.52%

その他の支出 2.75% 
 

助成金支出 2.11% 
 事務費支出 2.12% 貸付事業支出 0.85%

就労支援事業支出 1.32% 
 

積立資産支出 2.39% 
 

負担金支出 0.09%

令和元年度 赤い羽根共同募金配分事業報告 
赤い羽根共同募金の助成結果についてご報告させていただきます。 

皆さまのご支援・ご協力に心から感謝いたします。 

⑥ ⑤ 

④ 

③ 
② 

① 

使途総額 
26,547,042円 

問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話30－5690

問合せ 

　高齢社会の進展に伴って、高齢者や障がい者の介護ニーズはますます高まり、社会全体が、「介護を支え
る福祉人材」を求めています。松阪社協では、介護に必要な基本的知識や技術を身に着ける事ができる研修
を開催します。この研修では、福祉現場で働く基礎資格となる「介護職員初任者研修課程修了」取得を目指
します。介護職を考えている方、ご家族の介護や地域でのボランティア活動等に役立てたい方、ぜひこの機
会に受講してみませんか。ご応募を心よりお待ちしております。 

　令和2年7月1日　松阪市成年後見センターを開設しました。 
　松阪市成年後見センターは、成年後見制度の利用を希望される方などの相談や
利用支援、啓発のための研修会、利用する方を支える関係機関の連携のお手伝い
などを行います。 
　ご自身やご家族、身近な方などで、判断能力の低下に伴う困りごとができたと
き、将来のために制度の話を聞いておきたいときなど、成年後見制度に関する相
談があればお気軽にご連絡下さい。 

受講定員　19名（先着順） 
研修期間　9月15日（火）～12月11日（金）　 閉講式12月11日（金）　※講義及び演習21日間 
会　　場　松阪市社会福祉協議会　松阪支所（松阪市鎌田町213-1） 
受講費用　受講料　51,425円（テキスト代・消費税込み）※ 受講決定後、指定口座へ振り込みください。 
申込期間　7月1日（水）～9月8日（火）本会必着　※定員になり次第、受付を終了いたします。 
申込方法　申込に関する書類、日程等受講に関する詳細は、本会・各支所にて取り寄せていただくか、ホームペ

ージでダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ下記の住所へ持参又は郵送してください。
持参の場合は、土日祝を除く午前8時30分～午後5時15分受付となります。 

　　　　　※定員に満たない場合は、開講できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

令和2年度介護職員初任者研修  受講生募集！ 

問合せ・申込先　在宅福祉サービス課　電話30－5689　研修担当　西村 

【一般教育訓練給付制度対象講座】 

松阪市保育士修学資金貸付のご案内 
　保育士の資格の取得を目指す学生に対し修学に必要な資金を無利子で貸し付けて修学を容易にすることにより、
質の高い保育士の養成確保に資することを目的としています。 
　保育士養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、松阪市内の保育園等で3年間 
継続して保育業務に従事すると返還を免除されます。 

借り入れ申し込み対象者（次のいずれにも該当する方） 
　・松阪市内に住所を有し、高等学校に在学している方 
　・保育士養成施設を卒業後、松阪市内で保育業務に 
　　従事する意欲のある方。 
　※経済的な理由により修学が困難な方を優先します。 
 

募集人数　10名 
貸付期間および貸付額 
　　月額5万円×養成施設に在籍して 
　　いる期間（最長2年間・最大120万円） 
申請受付期間 
　　令和2年9月1日（火）～10月30日（金） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修の日程等について変更する場合があります。 
　あらかじめご了承ください。 

松阪市成年後見センター開設のお知らせ 

 

松阪市成年後見センター　社会福祉法人松阪市社会福祉協議会 
殿町1563　松阪市福祉会館2階　　電話31－3001　  

※成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な 
　方が、日常生活での契約や財産管理などを行うときに、不利益をこうむったりしない 
　よう、成年後見人等が支援を行う制度です。 



決算書収入内訳 

令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 令和元年度松阪市社会福祉協議会 収支決算報告 
決算書支出内訳 

収入の部 

助 成 金 支 出  
就労支援事業支出 
負 担 金 支 出  
貸付事業支出  
 
支 出 合 計 

人 件 費 支 出  
事 業 費 支 出  
固定資産取得支出 
その他の支出  
積立資産支出  
事 務 費 支 出  

勘定科目 勘定科目 決算額 決算額 

支出の部 （単位：千円） 

974,275 
296,750 
135,492 
43,884 
38,080 
33,837

33,563 
20,959 
13,428 
1,426 

 
1,591,694

会費・寄附金収入  
事 業 収 入  
貸付事業収入  
  
 
収 入 合 計 

介護保険事業収入 
受 託 金 収 入  
障害福祉サービス等事業収入 
補 助 金 収 入  
そ の 他 の 収 入  
共同募金配分金収入  

勘定科目 勘定科目 決算額 決算額 
589,116 
279,105 
268,011 
213,017 
46,407 
27,750 

 

13,370 
11,295 
3,138 

 
 

1,451,209

（単位：千円） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

①松阪全域　　6,212,279円 
●広報誌の発行（年6回）、赤い羽根広報誌の発行（年1回） 
●火災・風水害見舞い（3件）、行路病人等支援（9件） 
●市民活動助成事業（7団体） 
●社会福祉大会・フェスティバルの開催 
●地域福祉教育推進事業 
●障がい者サポートブック事業 
●福祉関連団体活動助成（障がい者団体等14件） 
●子どもの居場所づくり事業の開催 
●炊き出し活動 

④三雲地域　　2,244,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ8件） ●地区福祉会等へ助成（一般募金の30％）　 
●共同募金広報啓発事業 ●宅老所活動支援助成（4件） 
●在宅介護者のつどい ●ひとりぐらし高齢者のつどい 
●障がい児者クリスマスパーティー ●障がい者団体行事助成 
●小学生新1年生雨傘贈呈（4校180本） ●子どもの未来支援事業 
●子育て支援団体等の行事助成 
（放課後児童クラブ4件・子ども会等行事助成22件）　 

⑥飯高地域　　773,865円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ7件） 
●地区福祉会等へ助成（共募一般募金の30％） 
●地区別世代間交流事業（4地域） 
●ボランティア活動助成（4件） 
●安心見守りネットワーク活動 
●障がい者福祉団体交流会 
●療育キャンプの開催 
●卒業児雨傘贈呈（14本） 
●子育て支援行事助成事業 
　（放課後児童クラブ1件、 
　　リフレッシュママの会） 
●在宅介護者のつどい 
 

⑤飯南地域　　1,166,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ8件） 
●地区福祉会へ助成（一般募金の30％） 
●地域見守りづくり 
●地域行事助成事業 
●要援護高齢者見守り活動（配食332件） 
●高齢者世帯のつどい 
●ふれあいｻﾛﾝ等交流（2回） 
●子育て支援団体等の行事助成 
　（放課後児童クラブ1件・子育てサークル1件 
　　子ども会等行事助成8件） 
●障がい者施設団体行事助成（1件） ②松阪地域　　12,681,898円 

●小地域福祉活動推進助成（2回延べ47件） 
●地区福祉会等へ活動助成（一般募金の30％） 
●在宅介護者のつどい開催 
●みんなの居場所づくり事業 
●共同募金ＰＲバザー出店（2回） 
●障がい者施設団体行事助成（24件） 
●宅老所活動支援助成（74件・内新規7件） 
●子育て支援団体等の行事助成 
　（放課後児童クラブ17件・子育てサークル5件・ 
　　子ども会等行事助成141件） 
●鈴の音バス支援 
●子どもの居場所交流クリスマスパーティー 

③嬉野地域　　3,469,000円 
●小地域福祉活動推進助成（2回延べ12件） 
●地区福祉会へ助成（一般募金の30％） 
●地域交流会の開催 
●おおきんバス支援 
●共同募金PRバザー出店（4か所） 
●在宅介護者のつどい 
●高齢者のつどい 
●宅老所活動支援助成（34件・内新規1件） 
●宅老所交流会の開催 
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●子育て支援行事助成事業 
　（放課後児童クラブ5件・子育てサークル3件 
　　子ども会等行事助成40件） 
 

内、186,727は、松阪支所建設に係る支出 

介護保険事業収入 
40.59%  

 

受託金収入 
19.22%

補助金収入  
14.68% 
 

障害福祉 
サービス等 
事業収入 
18.47% 
 

事業収入 0.78%

その他の収入 3.21% 
 

共同募金配分金収入 1.91% 
 

人件費支出 
61.20% 
 

事業費支出 
18.65% 
 

会費・寄附金収入 0.92% 
 

貸付事業収入 0.22% 
 
 

固定資産取得支出 
8.52%

その他の支出 2.75% 
 

助成金支出 2.11% 
 事務費支出 2.12% 貸付事業支出 0.85%

就労支援事業支出 1.32% 
 

積立資産支出 2.39% 
 

負担金支出 0.09%

令和元年度 赤い羽根共同募金配分事業報告 
赤い羽根共同募金の助成結果についてご報告させていただきます。 

皆さまのご支援・ご協力に心から感謝いたします。 

⑥ ⑤ 

④ 

③ 
② 

① 

使途総額 
26,547,042円 

問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話30－5690

問合せ 

　高齢社会の進展に伴って、高齢者や障がい者の介護ニーズはますます高まり、社会全体が、「介護を支え
る福祉人材」を求めています。松阪社協では、介護に必要な基本的知識や技術を身に着ける事ができる研修
を開催します。この研修では、福祉現場で働く基礎資格となる「介護職員初任者研修課程修了」取得を目指
します。介護職を考えている方、ご家族の介護や地域でのボランティア活動等に役立てたい方、ぜひこの機
会に受講してみませんか。ご応募を心よりお待ちしております。 

　令和2年7月1日　松阪市成年後見センターを開設しました。 
　松阪市成年後見センターは、成年後見制度の利用を希望される方などの相談や
利用支援、啓発のための研修会、利用する方を支える関係機関の連携のお手伝い
などを行います。 
　ご自身やご家族、身近な方などで、判断能力の低下に伴う困りごとができたと
き、将来のために制度の話を聞いておきたいときなど、成年後見制度に関する相
談があればお気軽にご連絡下さい。 

受講定員　19名（先着順） 
研修期間　9月15日（火）～12月11日（金）　 閉講式12月11日（金）　※講義及び演習21日間 
会　　場　松阪市社会福祉協議会　松阪支所（松阪市鎌田町213-1） 
受講費用　受講料　51,425円（テキスト代・消費税込み）※ 受講決定後、指定口座へ振り込みください。 
申込期間　7月1日（水）～9月8日（火）本会必着　※定員になり次第、受付を終了いたします。 
申込方法　申込に関する書類、日程等受講に関する詳細は、本会・各支所にて取り寄せていただくか、ホームペ

ージでダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ下記の住所へ持参又は郵送してください。
持参の場合は、土日祝を除く午前8時30分～午後5時15分受付となります。 

　　　　　※定員に満たない場合は、開講できないことがあります。あらかじめご了承ください。 

令和2年度介護職員初任者研修  受講生募集！ 

問合せ・申込先　在宅福祉サービス課　電話30－5689　研修担当　西村 

【一般教育訓練給付制度対象講座】 

松阪市保育士修学資金貸付のご案内 
　保育士の資格の取得を目指す学生に対し修学に必要な資金を無利子で貸し付けて修学を容易にすることにより、
質の高い保育士の養成確保に資することを目的としています。 
　保育士養成施設を卒業後、1年以内に保育士登録を行い、松阪市内の保育園等で3年間 
継続して保育業務に従事すると返還を免除されます。 

借り入れ申し込み対象者（次のいずれにも該当する方） 
　・松阪市内に住所を有し、高等学校に在学している方 
　・保育士養成施設を卒業後、松阪市内で保育業務に 
　　従事する意欲のある方。 
　※経済的な理由により修学が困難な方を優先します。 
 

募集人数　10名 
貸付期間および貸付額 
　　月額5万円×養成施設に在籍して 
　　いる期間（最長2年間・最大120万円） 
申請受付期間 
　　令和2年9月1日（火）～10月30日（金） 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修の日程等について変更する場合があります。 
　あらかじめご了承ください。 

松阪市成年後見センター開設のお知らせ 

 

松阪市成年後見センター　社会福祉法人松阪市社会福祉協議会 
殿町1563　松阪市福祉会館2階　　電話31－3001　  

※成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な 
　方が、日常生活での契約や財産管理などを行うときに、不利益をこうむったりしない 
　よう、成年後見人等が支援を行う制度です。 
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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

アロマハンドトリートメントボランティア「薫風」会員募集 

問合せ・申込先　　松阪市ボランティアセンター　電話23－2941

令和2年度 松阪市ボランティア連絡協議会総会について 令和2年度 松阪市ボランティア連絡協議会総会について 
　今年度の総会は5月10日（日）に予定しておりましたが、緊急事態宣言を受けて新型コロナウイルスの感染拡大防止
の観点により、郵送による書面での決議となりました。前年度事業報告及び決算、役員改選、今年度事業計画及び予
算について、承認されましたことご報告いたします。また、各支部の総会についても同様となりました。 
　ボランティア活動も3密を避けるために、今はひっそりとしております。一刻も早くいつも通りの生活が戻ってく
ることを願っています。皆さまがコロナウイルスにも負けることなく、ご健勝であることをお祈りいたします。 

　コロナ禍により活動自粛が続く中、何かできないかと
手作りマスクのボランティアの輪が広がっています。あ
る方からは、150枚ものマスクが届けられました。また、
手芸クラブボランティアは子ども食堂が継続されるよう
にとマスクづくりをお手伝いしました。 
　手ぬぐいやハンカチ、保冷タオルなど、生地素材も柄
もさまざまです。地域活動の再開に向けてマスクがまだ
まだ足りない状況です。皆さんもぜひ、手作りマスクで
ボランティアに参加してみませんか。 
　ご寄付いただいたマスクは、ボランティアセンターを
通して地域活動の場へお届けします。 
　ボランティア連絡協議会は、今だからこそ何かしたい
との思いをつなげます。 

　アロマハンドトリートメントボランティア「薫風」は、平成23年3月から活動を始めました。 
高齢など様々な理由により、ご自身で出かけてトリートメントやアロマ体験が難しい方々に対して、松阪市内を中
心に施設などを訪問して、アロマオイルを使用した、トリートメントを体験してもらいます。 
　無理のない程度に活動に参加してもらい、継続していくことをモットーにしています。 
　現在会員数は12名で、「ボランティアに興味ある方」や「ハンドトリートメントに興味がある方（講習あり）」など、
私たちと一緒に活動していただける仲間を募集しています。（見学OK） 

参加者募集

ボランティア活動を体験しよう 

手話で伝える・伝わるを体験しよう 

ウインターボランティアスクールの予告 

　聴覚に障がいがある方と手話でお話ししてみませんか？　　　　　　 
　筆談ホワイトボードを作って、一緒にレクリエー 
ションを体験しよう。　　 

　　日　時　8月18日（火）　午後1時～午後3時  
　　場　所　松阪市福祉会館（殿町1563）　 
　　対　象　小学生・中学生・高校生・大学生 
　　定　員　15名（先着順） 
　　内　容　手話での挨拶や自己紹介、 
　　　　　　レクリエーション 
　　　 

共通事項 
 参加費　無料 

受　付　7月1日（水）～  午前8時半～午後5時15分 
          （土日祝日のぞく） 
申込先　松阪市ボランティアセンター 
　　　　電話 23－2941 
 

かおるかぜ 

楽しく防災の大切さを学ぼう 
　普段から気をつけること、普段からそなえておくことなど、 
防災ボランティア「春告鳥」と一緒に楽しく学ぼう。 

　　日　時　8月17日（月）午後1時～3時 
　　場　所　松阪市福祉会館（殿町1563） 
　　対　象　小学3年～6年生 
　　定　員　10名（先着順） 

※松阪市の小・中学校の夏季休業について8月8日（土）から19日（水）の予定です。サマーボランティアスクールに 
　ついても日程の変更や中止になる場合がございます。ご了承ください。 

①図書館の裏側をのぞいてみよう 
普段見ることの出来ない図書館のお仕事や本の整理整頓・ 
修理を体験してみませんか。 

②絵手紙を描こう 
心を込めた手書きハガキが届くと嬉しいよ。 
絵手紙ボラ「絵夢」と一緒に描こう。 

ボランティア活動や福祉活動の 体験をして夏休みの素敵な 思い出づくりをしませんか？ 
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松阪市社会福祉協議会　地域担当者紹介 /  令和2年度 

松阪社協には、地域のみなさんと福祉活動にとりくむ 

“地域担当者”がいます！ 
 

嬉野宇気郷・ 
中郷・豊地・ 
中川・豊田・中原 
 

米ノ庄・天白・鵲・ 
小野江 
 

 
  朝見・櫛田・漕代・機殿 
  東黒部・西黒部 
 

 
  射和・大石・茅広江・ 
  神戸・徳和 
 

 
  阿坂・伊勢寺・ 
  宇気郷・大河内・ 
  松尾 
 

宮前・川俣・ 
森・波瀬 

柿野・仁柿・ 
粥見・有間野 

第二 ・ 東 ・ 幸 ・ 花岡 

 
橋西・松ヶ崎・港・ 
第一・第四 
 

困っている方の相談に乗り、
必要な機関へつないだり、
地域と協力しながら福祉課
題を解決します。 

　集いの場の皆さまの活力が地域を元気にします。 
　今後も新型コロナウイルス感染拡大には充分に気を付けて、地域での活動を一緒に盛り上げていき
ましょう。各教室でお待ちしております。今後の教室開催についての詳細は各地域包括支援センター
にお問い合わせください。 

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご自宅への訪問や教室開催を休止しておりました。その

際、地域の皆さまの不安を少しでも軽減できればと、下記のような活動を行いました。また、5月には

松阪ケーブルテレビにて地域包括支援センター職員による、筋力アップ体操や脳のトレーニングの

紹介をしました。 

電話25-1070　白粉町363（松阪地区医師会1階） 電話42-7255　嬉野権現前町423-9　 
（嬉野社会福祉センター） 

電話25-4300　駅部田町25-3

　皆さまの健康維持に少しでもお役立

てできればと、自宅でできる簡単な運

動を広報紙「おひさま便り2020」にて

紹介しております。 

　これまでに、各教室へご参加いただ

いた方へ送付させていただきました。

また、各地区の市民センターへも配置

させていただきましたので、ご活用く

ださい。 

 

　地域の集いの場にご参加いただいている方に向けて、ご自
宅でできる簡単な運動や飲み込みをよくするお口の体操など
を掲載した「ほのぼの
通信」を発刊しました。 
　通信掲載以外の
ご自宅でできる簡
単な体操のパンフ
レットなども用意
してあります。 

　自宅でできる運動プログラムや、
コロナに便乗した特殊詐欺防止
啓発チラシを作成し、集いの場
の参加者への各戸配布、集会所
への設置を行いました。また各
グループの代表者の方と、会の
活動について相談しました。 

　コロナウィルスに負けない！お家で簡単にできる運動通信を、
職員の手書きのメッセージを添えて各戸回覧を行いました。 

　また、集いの場の参加
者の中でも、ひとり暮ら
しの方などには、電話で、

コロナ禍による
心身への影響の
有無や状況を伺
いました。 

第一地域包括支援センター 

電話32-5083　飯南町横野885（ふれあいセンター） 

第三地域包括支援センター 

電話51-5885　鎌田町244-3

第四地域包括支援センター 

第二地域包括支援センター 

第五地域包括支援センター 

 
　自宅でも気軽に取り組める体操の紹
介・コロナ詐欺の注意喚起の通信を作
成し、自治会へは回覧を依頼させてい
ただきました。また、希望される方へは、
メッセージ付きの体操DVDを作成し、

お配りします。 
　松阪ケーブルテレビ
の放送については、各
公民館だよりや、管内
の事業所でもご案内さ
せていただきました。 

担当地域公民館　第一　第二　幸　神戸　徳和 
担当地域公民館　嬉野管内  三雲管内   
　　　　　　　　阿坂  伊勢寺 

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 

一人ひとりがつながり、 
支えあうことのできる 

人づくり 

誰もが「役割」と 
「出番」のある 

場づくり 

地域の福利活動を 
活性化する 

ネットワーク 
づくり 
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松阪市社会福祉協議会　地域担当者紹介 /  令和2年度 
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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 

7月・8月の無料市民相談のお知らせ 7月・8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 

7月 
 

8月 
 

9日（木） 
30日（木） 
13日（木） 
27日（木） 

6日（月）午前8時半～ 
27日（月）午前8時半～ 
11日（火）午前8時半～ 
24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～11時半 

 

 

 

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。 

2020 
No.93

笑顔とありがとう 

令和元年度収支決算および赤い羽根配分報告 

介護職員初任者研修受講生募集など 

つなごうボランティアの手と手 

地域担当者の紹介 

松阪市地域包括支援センター 

市民相談・善意のご寄付など 

1 

2 

3 

4・5 

6 

7 

8

7月6日（月）13日（月）20日（月）27日（月） 

7月6日（月）20日（月） 

7月22日（水） 

7月7日（火） 

7月14日（火） 

7月21日（火）  

7月28日（火）  

8月3日（月）17日（月） 

8月26日（水） 

8月4日（火）  

8月11日（火）  

8月18日（火） 

8月25日（火）  

8月3日（月）11日（火）17日（月）24日（月）31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） 

　松阪社協で行っている事業の紹介や行事のお知らせを、ケーブル
テレビ(行政チャンネル)で放送しています。過去放送分も松阪社協
ホームページでご覧いただけます。 

★のびのびＢＡＢＹ・ＫＩＤＳひろば★を開設します 
　長年続けてきている“一般開放”ですが、集会室でのカラオケに加え
て、老休室に入園・入学前の親子を対象とした広場を開設します。パパ・
ママの交流の場にご活用ください。 
　毎月第1水曜日の午前9時から午後4時まで開放しております。下記
の日時ではイベントを開催します。 
　※ボランティアさんも大募集！　『おおきんポイント』適応事業 

のお散歩 編集後記 

見 て み て 社 協 で す ！ 見 て み て 社 協 で す ！ 

今後の放送内容 
7月 サマーボランティアスクールについて 
8月 三行詩募集について 
※放送内容は変更することがあります。 

問合せ・申込先　嬉野支所　電話42-2718

本所 
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円 
　クラギ株式会社（訪問サービス事業所・困窮者支援  
　　　　に関わる事業の支援へ） マスク5,000枚 
　三重トヨペット㈱松阪塚本店 防災セット 　 
松阪支所 
　アーナンダ 折り畳みベッド 
　匿名希望 卓球台・電子ピアノ 
　パークの会 ぞうきん17枚(宅老所活動で作ったもの) 　 
三雲支所 
　濱口弘之［コイン精米濱口］ お米30kg 　 
飯南支所 
　松阪市手をつなぐ親の会飯南支部 
　　（飯南支所・夢風船へ） 各5,000円 
　退職公務員連盟飯南支部 
　　（飯南支所・飯高支所へ） 各31,306円 　 
飯高支所 
　リニューアブルジャパン株式会社 
　　　　　　　　（飯高じゃんぷへ） マスク 
　ワラビ合同会社（飯高じゃんぷへ） マスク 
　阪口直人（支所内各事業所へ）  マスク900枚 

善意のご寄付善意のご寄付
4/1～5/31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。 

日　時 

7月1日（水） 
午前10時～ 

8月5日（水） 
午前10時～ 

読み聞かせ 

夏野菜で作る 
簡単おやつ作り 

内　容 場　所 申込み 

嬉野社会 
福祉センター 
(老休室)

不要 

必要 
（5組） 

表紙の写真について 
飯高町　小林様、クラギ㈱様 からのマスク寄贈にか
かる贈呈式の様子と、みんな食堂・久保山宅老所の
みなさんが、届けられたマスクを着用されていると
ころです。 

7

　こんにちは。社協だより編集ボランティアの藤原茂子です。
7月発行の93号の準備は4月末から。時は世界中が、日本中が
新型コロナウイルス感染拡大防止のため活動自粛中。長い間こ
の活動に携わっている私達にとっても初めてのこと。でも、6
月末から始まる次号にむけての活動は元気に再開できそうです。 


