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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。
※松阪市の市外局番は「0598」です。

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

9月・10月の無料市民相談のお知らせ9月・10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

9月

10月

10日（木）
24日（木）
8日（木）
22日（木）

7日（月）午前8時半～
23日（水）午前8時半～
5日（月）午前8時半～
19日（月）午前8時半～

相談日 予約開始日
相談時間　午後1時～5時　　　　　定　　員　12名
場　　所　松阪市福祉会館2階（殿町1563）
予　　約　電話のみ　　予約専用電話  30－5690（福祉のまちづくり課）
　　　　　※先着順で予約時間が決まります。  初めての方を優先します。

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

訂正とお詫び （誤） → 
7月号P2　令和元年度 松阪市社会福祉協議会収支決算報告に
誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

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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職員募集　　　　　

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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9月7日（月）14日（月）23日（水）28日（月）

9月7日（月）
9月23日（水）
9月1日（火）
9月8日（火）
9月15日（火） 
9月29日（火） 

10月5日（月）19日（月）
10月28日（水）
10月6日（火） 
10月13日（火） 
10月20日（火）
10月27日（火） 

10月5日（月）12日（月）19日（月）26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）

松阪市生活支援サービス担い手養成研修講座  開催のお知らせ
　高齢化が進み、生活支援の必要な一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えています。介護サービスの利用に関わらず、
地域で支援の必要な高齢者やそのご家族に、ちょっとした生活のお手伝いをする仕組みがあれば、安心につながるのではな
いでしょうか。お住まいの地区（自治会や小さい単位の仲間同士）の方々で、ちょっとした生活支援を行う（訪問等）活動
団体の立ち上げを支援します。
日　　時　【初級コース】11月20日（金）または12月14日（月）のうち1日（※両日とも午前開催）
　　　　　【中級コース】1月21日（木）、28日（木）の2日間（※両日とも1日開催）
　　　　　　※中級コースは初級コースを受講した方のみご参加いただけます。
場　　所　松阪市社会福祉協議会　松阪支所（鎌田町213-1）
受講費用　無料　　　　　　　　　締 切 日　11月13日（金）
定　　員　5名以上25名以下　※定員に満たない場合は開講できませんので、ご了承ください。
申込方法　本会・各支所にお越しいただくか、ホームページより申込みに関する書類をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、
　　　　　下記宛先にお申込みください。郵送・FAX・お電話でも可能です。
問合せ・申込先　在宅福祉サービス課（殿町1563）　担当  岡・西村　電話 30-5689　FAX 23-3359 

負担金支出 13,428
貸付事業支出 1,426 （正）貸付事業支出 13,428負担金支出 1,426

のお散歩 編集後記

本所
　三重トヨペット㈱松阪塚本店　 防災セット
　匿名希望（生活困窮の子どもたちへ） 200,000円
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　ユニー㈱ "小さな善意で大きな愛の輪" 運動
　　アピタ松阪三雲店 13,051円
　　ピアゴ嬉野店 40,475円
　クラギ株式会社（市内の生活介護事業所
　　就労B型事業所） メロン60個
　一般財団法人 住友理工あったか基金 2,000円

松阪支所　
　匿名希望 リハビリシューズ他10点
　特定非営利活動法人 HEART TO HEART 三重支部
 認知症関連書籍
　㈱NTTマーケティングアクト・三重NDS㈱・
　NTTファイナンス㈱ マスク25枚
　匿名希望 ポット等生活用品
　アーナンダ ファイル

嬉野支所
　匿名希望 10,000円

善意のご寄付善意のご寄付
6/1～7/31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。
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　本号は久々の対面での皆様と協議のうえ今日を
迎えました。うれしい限りです。
　これからも、新型コロナの感染が広がっていく
のか収束に向かうのか予測はつきませんが事実を
受け止め前を向いていきましょう。　
　　   髪洗う自粛生活ほどけゆく　幸子　　
　                       　編集ボランティア　杉本幸子

松阪市保育士修学資金貸付の申請受付が始まります
　保育士資格の取得を目指す学生に対し、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。

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）～令和3年2月26日（金）
問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話 30-5690

対　　象（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。
　・令和3年度に保育士養成施設に入学し、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就学が困難な方を優先します。
募集人数　10名

「セブンあんしんお届け便」出発式に
  行ってきました。



私たちと一緒に
働きましょう

募金の種類募金の種類
募金運動期間　10月1日～3月31日

皆さまのご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●戸別募金（自治会を中心に各戸）
●街頭募金（駅・スーパーなど）
●職域募金（企業・官公署など）

●法人、事業所募金（会社・組合・団体など）
●学校募金（小学校・中学校・高校など）
●イベント募金（市内の行事など）

　今年も10月1日より皆さまのあたたかいご理解とご協力のもと、赤い羽根共同募金運動がはじまります。
　共同募金は、住民相互のたすけあいを基調として、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ、
自ら参加する“まちづくり”を実現するための多様な活動を財政面から支援する役割を果たしています。

市民活動団体助成事業 9団体への助成決定！9団体への助成決定！
　市民活動団体やNPO、ボランティア団体の取組みに助成し、各活動に役立てていただくための
応援事業です。

コトママの会
プレーパークをつくる会
たべる・つなぐ会松阪
子育て応援プロジェクト☆パイン
松阪ハーモニックジュニアバンド
映像CUBE
父子(ちちこ)の会
防災・減災飯高
アーナンダ

コとママのお役立ち講座  防災講座や関心あるテーマの勉強会

遊びでこころを健康に  コロナ疲れから子どもと保護者の心身を守る

フードたすけあいプロジェクト  食糧を必要とする世帯に無料で配布

YouTube子育て情報局開設と地域の子育て支援  地域の子育て情報を発信

音楽をはじめよう！  楽器キットを使って合同演奏、演奏を楽しむ体験

映像でつながるまちづくり事業  共同募金の趣旨を踏まえ、松阪市の魅力発信

子育て応援カレンダー作成事業  脱子育てを目指し、日めくりカレンダー作成

詳細ハザードマップを用いた声かけ避難制度の構築  判別可能なマップ作成

あせらず・きそわず・健康づくり  対象者にあわせた健康づくり

50,000
50,000
50,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000

団 体 名 事業名・事業内容 決定額（円）

子どもの居場所づくり事業 4団体への助成決定！4団体への助成決定！
　この事業は、子どもたちへの食事や学習の場を提供する各活動を応援するためのものです。
 『三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト』の協力企業や店舗からの寄付金を活用しています。

　テーマ型募金とは、1月～3月の間に地域福祉課題を解決することを目的とした団体が自らその活動
を広く住民に呼びかけ、理解と共感に基づく募金活動を行うものです。
　令和2年度のテーマ型募金の申請団体を募集します。  

問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話 30-5690

ハグクミの会
ぱくぱく探検隊
杉の子
うれしのこどもクラブ

お母さんと子どもたちのための交流と学びの場　親子料理教室や子どもの交流

子どもの健康増進と学力保障　

子どもと一緒に調理　命の大切さ、環境の大切さを学ぶ

プリント学習や自然学習を通した生きる力を育む

100,000
100,000
100,000
 35,000

団 体 名 事業名・事業内容 決定額（円）
松阪市社会福祉協議会 職員採用試験松阪市社会福祉協議会 職員採用試験松阪市社会福祉協議会 職員採用試験

ふだんのくらしをしあわせに

松阪市社会福祉協議会 職員募集松阪市社会福祉協議会 職員募集

令和3年度

精神保健福祉士・社会福祉士
鈴木 悠介

介護福祉士
松本 博美

社会福祉士
栗谷 崇志

介護福祉士
田中 美幸

1.受付期間及び時間
　令和2年9月1日（火）～9月28日（月）必着
　午前8時30分～午後5時15分（土曜、日曜、祝日を除く）

2.採用職種と採用予定人数及び受験資格
職種 人員     受験資格年齢

59歳未満
（例外事由1号）

59歳未満
（例外事由1号）

2名

総合職 ・社会福祉士
　又は精神保健福祉士
・普通自動車免許
　(AT限定可)

1名
・介護福祉士
・普通自動車免許
　(AT限定可)

※年齢は令和3年4月1日現在

3．試験の日時及び場所
　　日時　一次試験　令和2年10月18日（日） 
　　　　　二次試験　一次試験終了後連絡させて頂きます
　　場所　一次試験及び二次試験
　　　　　松阪市社会福祉協議会　松阪支所
　　　　　住所：松阪市鎌田町213-1

4．試験の内容 
　　一次試験　作文・筆記試験・適性試験
　　二次試験　面接

5．問合せ・申込先
       松阪市社会福祉協議会　総務課　加藤・井坂
　　　〒515-0073　松阪市殿町1563　　電話 21-1487
※詳細につきましては松阪市社会協議会ホームページまたは
　ハローワーク求人票をご覧ください。

介護福祉士　   精神保健福祉士　   社会福祉士

　生活困窮者支援や地
域包括支援センターで
の相談業務を経て現在
は、コロナ禍に関連す
る貸付などの相談や共
同募金事業などを通じ
て福祉のまちづくりに
取り組んでいます。地
域の方に協力いただき
ながら、生まれ育った
まちが“暮らしやすい
まち”として続くよう
にしていきたいです。

　障がいをお持ちの
方が就労を通じて地
域での生活を充実し
ていかれるよう就労
継続B型事業所で相
談業務をしていま
す。大学での資格取
得を通じて学んでき
たことを活かしなが
ら、その方の悩みや
希望に寄り添えるよ
うに毎日奮闘してい
ます。

　介護福祉士として訪問介
護事業所でサービス提供責
任者をしています。
　訪問介護は、住み慣れた
地域で生活を続けていただ
けるよう、その方の生活を
尊重し徹底した個別ケアが
行えることに魅力を感じて
います。1人で業務を行うこ
とが必要なため、個々の介
護技術が問われる仕事です。
『ありがとう。また来て
な。』など利用者からいただ
く言葉が業務の確認とな
り、やる気につながります。

　登録ヘルパーを経て介
護福祉士の資格を取得
後、正規職員になりまし
た。現在はデイサービス
で相談員として従事して
います。自宅での入浴が
困難な方の介助や外出が
しづらくなっている方が
つどえる地域の場づくり
に取り組んでいます。人
生の先輩方との関わり
が、自分の生活の糧にな
っています。

テーマ型募金の申請団体を募集しますテーマ型募金の申請団体を募集しますテーマ型募金の申請団体を募集します
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団 体 名 事業名・事業内容 決定額（円）
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ふだんのくらしをしあわせに
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松本 博美
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テーマ型募金の申請団体を募集しますテーマ型募金の申請団体を募集しますテーマ型募金の申請団体を募集します
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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

4

絵手紙ボランティア養成講座受講生募集

令和元年度　災害ボランティアセンター
サポートスタッフ養成講座　終了

令和元年度　災害ボランティアセンター
サポートスタッフ養成講座　終了

令和2年度　ふれあい体育祭　開催中止のお知らせ令和2年度　ふれあい体育祭　開催中止のお知らせ

　2月29日（土）に開催予定をしておりました令和元年度（第8回）災害
ボランティアセンターサポートスタッフ養成講座の最終講座は、新型
コロナウイルス感染拡大防止の観点から延期しておりましたが、令和
2年7月11日（土）に行うことが出来ました。昨年度で第8回を迎え、
これまで受講された方は120名を超えました。もしもの災害に備え、
地域のことを知っているサポートスタッフの方が増えることは心強い
と思います。
　本講座は、災害発生時に各地から集まるボランティアをスムーズに
受け入れることができるように、災害ボランティアセンターの運営を手伝っていただける人材を育成することを
目的としたものです。今年度も養成講座を開催する予定です。詳細は次号（11月号）で掲載いたします。

　毎年6月に障がいのある方とその家族、障がい者団体、関係機関、及びボランティアが相互の交流を図り、理解
と親睦を深めていただくことを目的とした「ふれあい体育祭」を開催しておりましたが、今年度は4月の緊急事態
宣言を受け、実行委員会自体を延期しておりました。
　7月に入り実行委員会を開き、開催について検討を重ねましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大している状
況を鑑み、今年度は中止することといたしました。

スマイリーまつさか　新曲練習日本車椅子レクダンス協会
松阪支部

　私たちは、平成29年度にグループを結成し、市内の施設等を訪問し活動しています。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のためボランティア活動を、令和2年2月より自粛していましたが、その間も
練習を重ねてきました。
　年に1回の新曲講習会を、7月7日（火）に日本車椅子レクダンス協会より加藤眞由美先生をお招きし、松阪市福
祉会館でようやく行うことができ、加藤先生より「講習会は和気あいあいと皆さん熱心で、DVDを見ながらでし
たので解かりやすく、無事終わりました。」と報告をいただきました。
　スマイリーまつさかの活動は、『障がいの有無にかかわらず一緒に楽しく笑顔で踊ることが大切』がモットー
です。日頃の練習の成果をお見せできる日を楽しみにしています。興味のある施設等の方は松阪市ボランティア
センターへお問い合わせください。

傾聴ボランティアフォローアップ研修会について
　傾聴ボランティアの順調な活動、よりニーズに応え
るグループとしての成長を促すため、四日市傾聴ボラ
ンティアグループ『四傾聴』代表　猪岡　紀久子さんを
講師にフォローアップ研修会を開催し活動の支援をし
ております。今年度はフォローアップ研修会を各地域
で開催し、できるだけ多くの参加を促したいと考えて
います。また、研修会を通じて各グループ間の情報交
換・交流の場にしていきます。

　モットーは『ヘタでいい　ヘタがいい』　絵手紙とは「絵のある手紙を送ること」
絵手紙は「作品」ではなく「手紙」です。上手に書こうとは思わずに普段の自分を絵手紙で
届けてみませんか。
　心を込めて一生懸命書いたものは相手の心に必ず届きます。こんな時こそ会えない人に想
いを届けましょう。
　募集要件　・松阪市内在住または在勤の方
　　　　　　・ボランティア活動に興味があり今後の活動に積極的に参加していただける方
　　　　　　　※講座終了後に「絵手紙を活用したボランティア活動」を予定しております。
　定　　員　10名　受講料無料　　申込期間　9月7日（月）～9月25日（金）
　講　　師　日本絵手紙協会　公認講師　岡田　由佳さん
　申込み・問合先　松阪市ボランティアセンター（電話 23-2941）　

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回

10月13日（火）
10月27日（火）
11月17日（火）
11月24日（火）
12月  8日（火）
1月12日（火）

午前9時半～11時半
午前9時半～11時半
午前9時半～11時半
午前9時半～11時半
午前9時半～11時半
午前9時半～11時半

絵手紙とは・絵手紙の基本
花の絵手紙をかいてみよう
秋の便りを届けます
年賀状をかこう
クリスマスカードをつくろう
巻紙をかいてみよう

松阪市福祉会館
（殿町1563）

月　日 時　間 内　容 会　場
カリキュラム日程

※傾聴ボランティアは、傾聴ボランティア養成講座を修了し、登録された方となります。

※傾聴…相手に寄り添い、耳と目とこころで真剣
に相手の気持ち（こころ）を一生懸命聴くこと。
 心を込めて話を聴くことは、相手の心を元気に
する効果があります。

松阪市内の傾聴ボランティアグループ
　平成30年度、三雲管内を対象に活動する傾聴ボランティア養成をおこない「傾聴ボランティアほほえみ」が
立ち上がる。現在、鈴（旧市内）、ほほえみ（三雲）、だいこんの花（嬉野）、聴飯会（飯南）、耳順会（飯高）が
活動中。
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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　電話 30-5210　FAX 30-5564

松阪

飯高飯南

子育てパパママへの防災講座

コミュニティ
ソーシャルワーカー
 　　　～地域と共に～

日　時　9月28日（月）　1部　午前9時半～10時20分　
　　　　　　　　　　　　2部　午前10時50分～11時40分
テーマ　『災害時に小さなお子様と共に生き抜く方法』
講　師　小林 千加子さん（みえ防災コーディネーター・防災士）
対　象　市内在住の0～1歳ぐらいのお子様を持つパパママ、
　　　　または赤ちゃん防災に関心のある方
定　員　各部10組20名まで（先着順）

移動販売始まる

うれしの恵カフェが
始まります♪

「あゆかの日常展」を開催します
「生活介護サービスあゆか」利用者さんの
個性いっぱいの作品展です

日　時　9月7日(月)～9月18日(金)
　　　　（土・日・祝日除く）
　　　　午前9時～午後5時（最終日は午後3時まで）

コミュニティスペースでのイベントのご案内

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。

嬉野三雲
　日々のティータイムをいつも
とは違う場所で、違う仲間と共
に・・・
日　時　毎月第一水曜・毎週　
木曜 午前10時～午後1時
　（10月～12月の期間限定）
場　所　嬉野社会福祉センター
　　　　1階ロビー
メニュー ドリップコーヒー 100円
※売上の一部は、赤い羽根共同
　募金に充当させていただき
　ます。

★のびのびＢＡＢＹ・
　　  ＫＩＤＳひろば★
　パパ・ママの交流の場に
日時・内容　
9月2日（水）午前10時～
　できていますか？　防災対策
10月7日（水）午前10時～
　簡単おもちゃづくり
場　所　嬉野社会福祉センター
　　　　老休室
※要申込み

　平成30年度に自治会や住民協議会の協力を得
て『買い物・通院等の移動手段と生活支援に関

するニーズ調査』を実施しました。そこであがった要望に
より深野・仁柿地区で（株）セブンイレブンジャパン松阪曲
町東店が実施する移動販売『セブンあんしんお届け便』の
運行が7月24日（金）から始まりました。松阪市が（株）セブ
ンイレブンジャパンと高齢者の見守りや社会参加を支援す
る内容の『松阪市高齢者安心生きがい支援事業の協力に関
する協定』を締結し、飯南地域での移動販売が実現しました。
　地域で巡回する中で、高
齢者などの異変に気づいた
ときは、社協や地域包括支
援センターなどの相談窓口
に連絡を入れるほか、高齢
者の社会参加を支援する役
割も果たしていきます。

歴史の街
自然豊かな三雲

三雲地域には、はまぼうの群生
地があり、夏に黄色い花を咲かせます。
水辺には野鳥が沢山飛来し、綺麗な羽
根のキジに遭遇することもあります。
　初春には河津桜が濃いピンクの花を咲かせる碧川沿いに

は、笠松環境保全協議会により
広大な散策道が整備されていま
す。
　ハートフルみくもでは、この
ような地域の魅力を紹介した展
示コーナーを設けています。気
軽にお立ち寄りください。

サテライト全体交流会とは・・・
　飯高地区14カ所の集会所等で、毎月1回開催される介護
予防を目的とした出張型デイサービスです。
　対象は65歳以上で、みんなで楽しく創作活動・カラオ
ケ・レクリエーション等をします。

問合せ・申込先　嬉野支所　電話 42-2718

問合せ　飯高支所　電話 45-1125

問合せ　ハートフルみくも保健福祉センター　電話 56-7247

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

介護予防教室など

介護予防いきいきサポーターってな～に？

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

9月  7日（月）午後1時半～3時

10月14日（水）午後1時半～3時

第2の人生かがやき塾③　知って備える契約トラブル

9月  9日（水）午後1時半～3時 第2の人生かがやき塾②
　みんなで笑って心も体もスッキリ！（クイズ）

第2の人生かがやき塾③
　エンディングノートを書いてみましょう！

第二公民館

第一隣保館

グッ！と楽　　教室　～栄養編～
　（栄養に関する講話・調理）　　※男性限定

10月14日（水）午前10時～正午
11月11日（水）午前10時～午後1時（調理）
12月  9日（水）午前10時～午後1時（調理）

10月  2日（金）より開催
午前10時～午前11時半　　全6回

聞いて　見て　おいない（老いない）講座
～初級　介護予防いきいきサポーター養成講座～

天白公民館

嬉野社会福祉センター

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。

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）

らっく

  9月3日（木）午前10時～11時
10月1日（木）午前10時～11時
11月5日（木）午前10時～11時

  9月3日（木）午後1時半～2時半
10月1日（木）午後1時半～2時半
11月5日（木）午後1時半～2時半

笑いのヨガ　参加者募集
(笑いの体操と呼吸法を
 合わせたものです)

飯高老人福祉センター
(飯高町宮前704-2)

飯南コミュニティセンター
(飯南町粥見3910-1)

　地域包括支援センターが開催する、講座（初級・中
級）を受講し、登録後、地域で介護予防を広める活動
をしていただくボランティアです。

　地域包括支援センターと一緒に、地域の集いの場、介護予防
教室で元気に活動しませんか。

三雲街道写真展　朝倉 隆博さん

　コロナウィルス感染予防から各地域での行
事や福祉活動が控えられていましたが、見守
りを兼ねた配食サービスや子どもの居場所づ
くりなど少しずつ再開され始め、皆さんの元
気な姿を拝見できました。
　また、高齢者の移動に関する生活課題に対
して、セブンイレブン移動販売(飯南地区)、買
い物支援ニーズ調査(大石・宇気郷地区)を地域
包括支援センターや松阪市と連携しながら取
り組んでいます。
　今後も地域担当と共に皆さんに寄り添いな
がら頑張っていきます。

時には“ボ
ク"が

お出迎え♥

サテライト全体交流会
中止について

▲ いきいきサポーター口腔編の様子

主な目的

① 介護予防や健康づくりについて学び、自ら介護予防に取り組む
②「介護予防」の大切さを近所の方や友人に伝えることで、介護予防の輪を広げる
③ 各地で行う介護予防事業のボランティアとして活動することにより、お互いに支え
　 あえる社会をめざす

中西　新

　9月の開催に向け、準備をしてきましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
サテライト全体交流会を中止いたします。
　ご理解いただきますようお願いいたします。

まちなか避暑地まちなか避暑地
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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　電話 30-5210　FAX 30-5564

松阪

飯高飯南

子育てパパママへの防災講座

コミュニティ
ソーシャルワーカー
 　　　～地域と共に～

日　時　9月28日（月）　1部　午前9時半～10時20分　
　　　　　　　　　　　　2部　午前10時50分～11時40分
テーマ　『災害時に小さなお子様と共に生き抜く方法』
講　師　小林 千加子さん（みえ防災コーディネーター・防災士）
対　象　市内在住の0～1歳ぐらいのお子様を持つパパママ、
　　　　または赤ちゃん防災に関心のある方
定　員　各部10組20名まで（先着順）

移動販売始まる

うれしの恵カフェが
始まります♪

「あゆかの日常展」を開催します
「生活介護サービスあゆか」利用者さんの
個性いっぱいの作品展です

日　時　9月7日(月)～9月18日(金)
　　　　（土・日・祝日除く）
　　　　午前9時～午後5時（最終日は午後3時まで）

コミュニティスペースでのイベントのご案内

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。

嬉野三雲
　日々のティータイムをいつも
とは違う場所で、違う仲間と共
に・・・
日　時　毎月第一水曜・毎週　
木曜 午前10時～午後1時
　（10月～12月の期間限定）
場　所　嬉野社会福祉センター
　　　　1階ロビー
メニュー ドリップコーヒー 100円
※売上の一部は、赤い羽根共同
　募金に充当させていただき
　ます。

★のびのびＢＡＢＹ・
　　  ＫＩＤＳひろば★
　パパ・ママの交流の場に
日時・内容　
9月2日（水）午前10時～
　できていますか？　防災対策
10月7日（水）午前10時～
　簡単おもちゃづくり
場　所　嬉野社会福祉センター
　　　　老休室
※要申込み

　平成30年度に自治会や住民協議会の協力を得
て『買い物・通院等の移動手段と生活支援に関

するニーズ調査』を実施しました。そこであがった要望に
より深野・仁柿地区で（株）セブンイレブンジャパン松阪曲
町東店が実施する移動販売『セブンあんしんお届け便』の
運行が7月24日（金）から始まりました。松阪市が（株）セブ
ンイレブンジャパンと高齢者の見守りや社会参加を支援す
る内容の『松阪市高齢者安心生きがい支援事業の協力に関
する協定』を締結し、飯南地域での移動販売が実現しました。
　地域で巡回する中で、高
齢者などの異変に気づいた
ときは、社協や地域包括支
援センターなどの相談窓口
に連絡を入れるほか、高齢
者の社会参加を支援する役
割も果たしていきます。

歴史の街
自然豊かな三雲

三雲地域には、はまぼうの群生
地があり、夏に黄色い花を咲かせます。
水辺には野鳥が沢山飛来し、綺麗な羽
根のキジに遭遇することもあります。
　初春には河津桜が濃いピンクの花を咲かせる碧川沿いに

は、笠松環境保全協議会により
広大な散策道が整備されていま
す。
　ハートフルみくもでは、この
ような地域の魅力を紹介した展
示コーナーを設けています。気
軽にお立ち寄りください。

サテライト全体交流会とは・・・
　飯高地区14カ所の集会所等で、毎月1回開催される介護
予防を目的とした出張型デイサービスです。
　対象は65歳以上で、みんなで楽しく創作活動・カラオ
ケ・レクリエーション等をします。

問合せ・申込先　嬉野支所　電話 42-2718

問合せ　飯高支所　電話 45-1125

問合せ　ハートフルみくも保健福祉センター　電話 56-7247

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

介護予防教室など

介護予防いきいきサポーターってな～に？

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

9月  7日（月）午後1時半～3時

10月14日（水）午後1時半～3時

第2の人生かがやき塾③　知って備える契約トラブル

9月  9日（水）午後1時半～3時 第2の人生かがやき塾②
　みんなで笑って心も体もスッキリ！（クイズ）

第2の人生かがやき塾③
　エンディングノートを書いてみましょう！

第二公民館

第一隣保館

グッ！と楽　　教室　～栄養編～
　（栄養に関する講話・調理）　　※男性限定

10月14日（水）午前10時～正午
11月11日（水）午前10時～午後1時（調理）
12月  9日（水）午前10時～午後1時（調理）

10月  2日（金）より開催
午前10時～午前11時半　　全6回

聞いて　見て　おいない（老いない）講座
～初級　介護予防いきいきサポーター養成講座～

天白公民館

嬉野社会福祉センター

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。

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）

らっく

  9月3日（木）午前10時～11時
10月1日（木）午前10時～11時
11月5日（木）午前10時～11時

  9月3日（木）午後1時半～2時半
10月1日（木）午後1時半～2時半
11月5日（木）午後1時半～2時半

笑いのヨガ　参加者募集
(笑いの体操と呼吸法を
 合わせたものです)

飯高老人福祉センター
(飯高町宮前704-2)

飯南コミュニティセンター
(飯南町粥見3910-1)

　地域包括支援センターが開催する、講座（初級・中
級）を受講し、登録後、地域で介護予防を広める活動
をしていただくボランティアです。

　地域包括支援センターと一緒に、地域の集いの場、介護予防
教室で元気に活動しませんか。

三雲街道写真展　朝倉 隆博さん

　コロナウィルス感染予防から各地域での行
事や福祉活動が控えられていましたが、見守
りを兼ねた配食サービスや子どもの居場所づ
くりなど少しずつ再開され始め、皆さんの元
気な姿を拝見できました。
　また、高齢者の移動に関する生活課題に対
して、セブンイレブン移動販売(飯南地区)、買
い物支援ニーズ調査(大石・宇気郷地区)を地域
包括支援センターや松阪市と連携しながら取
り組んでいます。
　今後も地域担当と共に皆さんに寄り添いな
がら頑張っていきます。

時には“ボ
ク"が

お出迎え♥

サテライト全体交流会
中止について

▲ いきいきサポーター口腔編の様子

主な目的

① 介護予防や健康づくりについて学び、自ら介護予防に取り組む
②「介護予防」の大切さを近所の方や友人に伝えることで、介護予防の輪を広げる
③ 各地で行う介護予防事業のボランティアとして活動することにより、お互いに支え
　 あえる社会をめざす

中西　新

　9月の開催に向け、準備をしてきましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
サテライト全体交流会を中止いたします。
　ご理解いただきますようお願いいたします。

まちなか避暑地まちなか避暑地



・

8

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。
※松阪市の市外局番は「0598」です。

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

9月・10月の無料市民相談のお知らせ9月・10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

9月

10月

10日（木）
24日（木）
8日（木）
22日（木）

7日（月）午前8時半～
23日（水）午前8時半～
5日（月）午前8時半～
19日（月）午前8時半～

相談日 予約開始日
相談時間　午後1時～5時　　　　　定　　員　12名
場　　所　松阪市福祉会館2階（殿町1563）
予　　約　電話のみ　　予約専用電話  30－5690（福祉のまちづくり課）
　　　　　※先着順で予約時間が決まります。  初めての方を優先します。

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

訂正とお詫び （誤） → 
7月号P2　令和元年度 松阪市社会福祉協議会収支決算報告に
誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

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.94

赤い羽根共同募金　

赤い羽根共同募金助成

職員募集　　　　　

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

9月7日（月）14日（月）23日（水）28日（月）

9月7日（月）
9月23日（水）
9月1日（火）
9月8日（火）
9月15日（火） 
9月29日（火） 

10月5日（月）19日（月）
10月28日（水）
10月6日（火） 
10月13日（火） 
10月20日（火）
10月27日（火） 

10月5日（月）12日（月）19日（月）26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）

松阪市生活支援サービス担い手養成研修講座  開催のお知らせ
　高齢化が進み、生活支援の必要な一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増えています。介護サービスの利用に関わらず、
地域で支援の必要な高齢者やそのご家族に、ちょっとした生活のお手伝いをする仕組みがあれば、安心につながるのではな
いでしょうか。お住まいの地区（自治会や小さい単位の仲間同士）の方々で、ちょっとした生活支援を行う（訪問等）活動
団体の立ち上げを支援します。
日　　時　【初級コース】11月20日（金）または12月14日（月）のうち1日（※両日とも午前開催）
　　　　　【中級コース】1月21日（木）、28日（木）の2日間（※両日とも1日開催）
　　　　　　※中級コースは初級コースを受講した方のみご参加いただけます。
場　　所　松阪市社会福祉協議会　松阪支所（鎌田町213-1）
受講費用　無料　　　　　　　　　締 切 日　11月13日（金）
定　　員　5名以上25名以下　※定員に満たない場合は開講できませんので、ご了承ください。
申込方法　本会・各支所にお越しいただくか、ホームページより申込みに関する書類をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、
　　　　　下記宛先にお申込みください。郵送・FAX・お電話でも可能です。
問合せ・申込先　在宅福祉サービス課（殿町1563）　担当  岡・西村　電話 30-5689　FAX 23-3359 

負担金支出 13,428
貸付事業支出 1,426 （正）貸付事業支出 13,428負担金支出 1,426

のお散歩 編集後記

本所
　三重トヨペット㈱松阪塚本店　 防災セット
　匿名希望（生活困窮の子どもたちへ） 200,000円
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　ユニー㈱ "小さな善意で大きな愛の輪" 運動
　　アピタ松阪三雲店 13,051円
　　ピアゴ嬉野店 40,475円
　クラギ株式会社（市内の生活介護事業所
　　就労B型事業所） メロン60個
　一般財団法人 住友理工あったか基金 2,000円

松阪支所　
　匿名希望 リハビリシューズ他10点
　特定非営利活動法人 HEART TO HEART 三重支部
 認知症関連書籍
　㈱NTTマーケティングアクト・三重NDS㈱・
　NTTファイナンス㈱ マスク25枚
　匿名希望 ポット等生活用品
　アーナンダ ファイル

嬉野支所
　匿名希望 10,000円

善意のご寄付善意のご寄付
6/1～7/31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。
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　本号は久々の対面での皆様と協議のうえ今日を
迎えました。うれしい限りです。
　これからも、新型コロナの感染が広がっていく
のか収束に向かうのか予測はつきませんが事実を
受け止め前を向いていきましょう。　
　　   髪洗う自粛生活ほどけゆく　幸子　　
　                       　編集ボランティア　杉本幸子

松阪市保育士修学資金貸付の申請受付が始まります
　保育士資格の取得を目指す学生に対し、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。

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）～令和3年2月26日（金）
問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話 30-5690

対　　象（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。
　・令和3年度に保育士養成施設に入学し、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就学が困難な方を優先します。
募集人数　10名

「セブンあんしんお届け便」出発式に
  行ってきました。


