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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、年末年始の12月24日～1月5日も休み

1月・2月の無料市民相談のお知らせ1月・2月の無料市民相談のお知らせ

◎心配ごと相談員による心配ごと相談

1月

2月

14日（木）
28日（木）
18日（木）
25日（木）

12日（火）
25日（月）
15日（月）
22日（月）

相談日時 午後1時～5時相談場所 予約開始日時 午前8時半～

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

賛助会費
㈱辻電機 津営業所　 生活介護サービスあゆか
川口住設　 角谷水道

※順不同・敬称略

訂正とお詫び
（誤） → 

11月号5ページ掲載の『災害ボラセン・サポーター養成講座受講生募集』の第4回2月20日（土）の講師名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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松阪の日の出スポットご紹介　

会長新年のご挨拶

赤い羽根共同募金事業　　　　　

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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1月4日（月）12日（火）18日（月）25日（月）

1月4日（月）18日（月）
1月27日（水）
1月5日（火）
1月12日（火）
1月19日（火） 
1月26日（火） 

2月1日（月）15日（月）
2月24日（水）
2月2日（火） 
2月9日（火） 
2月16日（火）
2月24日（水） 

2月1日（月）8日（月）15日（月）22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。

山本康夫氏 （正）山本康史氏

◎弁護士による法律相談（要予約） 定　　員　12名
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。

松阪市福祉会館2階
（殿町1563）

農業経済の理論で日本を支え、「お米
の神様」と呼ばれた嬉野の偉人 東畑
精一さんのパネル展に行ってきたよ。
嬉野ゆうゆうの出店があったよ。

11月23日 豊地農耕センターにて

見 て み て 社 協 で す ！見 て み て 社 協 で す ！

1

のお散歩 編集後記

あけましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

三雲 五主海岸 飯南 相津峠

松阪市保育士修学資金貸付の申請まだまだ受付中
　保育士の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）

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 問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話 30-5690

本所
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　松阪更生保護女性の会 10,000円 
　濱口  幸大 切手 960円
　童謡・唱歌を楽しむ会 3,673円 
 
松阪支所　
　㈱西山商店 （氏名のみ記載）
　匿名希望 綿布団
　山中  菊枝 猫の餌
 
嬉野支所
　匿名希望 着物・衣類
 
飯南支所
　長田　寛 （氏名のみ記載）

善意のご寄付善意のご寄付
10/1～11/30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。

　秋の風物詩として親しまれ
てきた「赤い羽根街頭募金活
動」がコロナのため中止にな
り寂しいです。こんな時こそ、
人と人との絆を大切にしてい
きたいと改めて思います。

　   編集ボランティア
海住 さつき松坂城跡 嬉野 算所 三ツ池飯高 高見展望台

今
年

は 
ステ
イわがまちで 初日の

出



　10月23日(金)に三重県社会福祉大会が三重県社会福祉会館において規模を縮小し開催されました。
三重県内の共同募金運動の推進に貢献された松阪市内の５団体に三重県共同募金会会長表彰が授与されました。

三重県社会福祉大会　三重県共同募金会会長表彰

10月1日キックオフイベント
　感染拡大防止のため街頭募金を中止し、音声やの
ぼり旗などを用いて共同募金の始まりを周知する取
組みを行いました。「今年も共同募金が始まったん
やな」と声をかけてくださいました。

さまざまな募金のカタチ
　今年も自治会を通じて市民の皆さまから戸別募金
のご協力をいただきました。戸別募金は、地域交流
などの福祉活動を行う財源となっています。
　また、貯金箱を届けてくださった方、イベントが
中止になったからとその経費を寄付していただく団
体など、さまざまな形でご協力をいただきました。

　本年12月13日（日）に開催を予定しておりました｢第16回松阪市社会福祉大会

の式典及び福祉フェスティバル｣は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止

いたしました。

　今年度は、社会福祉事業の推進に貢献された方、在宅介護者として多年にわたり

家族の献身的な介護に務められている方、共同募金運動の推進に貢献された方48名

51団体の表彰を行いました。

こころあたたまる 絵手紙
　絵手紙ボランティア絵夢の皆さんに赤い羽根や
コロナ退散をイメージした作品を描いていただき、
募金に協力くださった企業や商店の皆さまにお届
けしました。原画を福祉会館1階ロビーに展示して
いますのでぜひ、お立ち寄りください。

　今年は、コロナ禍のなかでの募金運動でしたが、普段とは違った形で皆さまにご協力をいただき
募金とともにあたたかいお気持ちをたくさんいただきました。
　赤い羽根共同募金は、小さなことにも心を配って活動していきます。

松阪市手をつなぐ親の会
　毎年地域交流事業で積極的に
イベント募金を実施。広く市民
への共同募金の周知に協力。

クラギ株式会社
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト
において、寄付付き商品販売の取組みのよ
り多額の篤志寄付、共同募金の周知に協力。

松阪市佛教会
　社会貢献として積極的に街頭
募金へのご協力と会員向けの共
同募金への理解を深める取組み。

喫茶もうちの木
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト
において日替わり弁当を寄付付き商品とし
て販売し、共同募金の寄付、周知に協力。

防災ボランティア春告鳥
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジ
ェクトにおいて
寄付付き商品と
して缶易トイレ
を販売し多様な
世代への興味関
心を得る活動で
共同募金の寄付
周知に協力。

松阪市社会福祉大会・福祉フェスティバル

社会福祉協議会
会長　田上　勝典

社協会長　新春のご挨拶社協会長　新春のご挨拶社協会長　新春のご挨拶
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

日頃は、松阪市社会福祉協議会の事業に、市民の皆様から

温かいご支援ご協力を賜り、誠に有難うございます。

新年を迎えるにあたり本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。　

　昨年は、コロナに始まり１年が過ぎたように感じます。４月には緊急事態宣

言により、計画されていたふれあい体育祭などの事業や地域の福祉活動も延期

や中止を余儀なくされました。

　私たちは、これまで誰かとつながり、ふれあうことでお互いに支え合うまちづ

くりを目指してきました。人との交流があたりまえだった日々が突然に閉ざされ、どのようにつなが

り続ければよいのか、地域の皆さまも我々社協職員も初めての状況に戸惑いながら「できること」を

「できる方法」で共に考える年となりました。

　飲食店業界をはじめとする個人事業主の方や企業などにおいては休業や失業により生活が困窮状態

となられた方から、生活相談支援センターへの相談がたくさん寄せられました。

　まだまだ完全なる終息が見えない中、健康で文化的な幸せな生活をどのように実現していくか、

この一翼を担っていくのが、私たち松阪市社会福祉協議会だと考えています。

　社協内のことではありますが、令和２年４月より、地域住民が抱える多様化・複雑化する福祉課題

に対応するCSW（コミュニティソーシャルワーカー）を配置し、地域に根ざした、総合的・包括的な

相談支援体制の構築に向け、取り組んでまいりました。

　また、７月より、認知症などで判断能力が不十分な方が不利益を受けたりしないよう、相談や利用

支援を行う機関として成年後見センターを開設しました。

　今年は「丑年」。牛をモチーフにした松阪社協のキャラクター「福っきー」の年です。

　牛歩ではありますが、地に足をつけ、たゆまず進み続け「笑顔とありがとう」を合言葉に、地域

福祉を推進する中核的な団体として、より一層努めてまいります。

　皆様のご健康とご多幸を祈念いたしまして、新年の挨拶とさせていただきます。

小中学校のみなさんによる 学校募金
　学校行事が縮小される中、小中学校のみなさんが工
夫をこらした募金運動に取り組んでいただきました。
  幸小学校では、児童のみなさんが「募金活動が広ま
って皆が幸せになれたら」という想いを込めて、手作
りのチラシを作り、保護者に授業参観で募金の協力を
呼びかけました。

民生委員さんの声がきっかけで
　神戸徳和地区では、恒例の文化
祭が中止となり、民生委員さんの
「地域でできることはないか」と
いう声をきっかけに、神戸と徳和
の市民センターに募金箱を設置し
ていただきました。

松阪駅 ローソン飯南粥見店

幸小学校児童会5・6年生

松阪の町を良くするしくみ 困ったときは お互いさまの
気持ちから 始まった
赤い羽根の募金活動



　10月23日(金)に三重県社会福祉大会が三重県社会福祉会館において規模を縮小し開催されました。
三重県内の共同募金運動の推進に貢献された松阪市内の５団体に三重県共同募金会会長表彰が授与されました。

三重県社会福祉大会　三重県共同募金会会長表彰

10月1日キックオフイベント
　感染拡大防止のため街頭募金を中止し、音声やの
ぼり旗などを用いて共同募金の始まりを周知する取
組みを行いました。「今年も共同募金が始まったん
やな」と声をかけてくださいました。

さまざまな募金のカタチ
　今年も自治会を通じて市民の皆さまから戸別募金
のご協力をいただきました。戸別募金は、地域交流
などの福祉活動を行う財源となっています。
　また、貯金箱を届けてくださった方、イベントが
中止になったからとその経費を寄付していただく団
体など、さまざまな形でご協力をいただきました。

　本年12月13日（日）に開催を予定しておりました｢第16回松阪市社会福祉大会

の式典及び福祉フェスティバル｣は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止

いたしました。

　今年度は、社会福祉事業の推進に貢献された方、在宅介護者として多年にわたり

家族の献身的な介護に務められている方、共同募金運動の推進に貢献された方48名

51団体の表彰を行いました。

こころあたたまる 絵手紙
　絵手紙ボランティア絵夢の皆さんに赤い羽根や
コロナ退散をイメージした作品を描いていただき、
募金に協力くださった企業や商店の皆さまにお届
けしました。原画を福祉会館1階ロビーに展示して
いますのでぜひ、お立ち寄りください。

　今年は、コロナ禍のなかでの募金運動でしたが、普段とは違った形で皆さまにご協力をいただき
募金とともにあたたかいお気持ちをたくさんいただきました。
　赤い羽根共同募金は、小さなことにも心を配って活動していきます。

松阪市手をつなぐ親の会
　毎年地域交流事業で積極的に
イベント募金を実施。広く市民
への共同募金の周知に協力。

クラギ株式会社
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト
において、寄付付き商品販売の取組みのよ
り多額の篤志寄付、共同募金の周知に協力。

松阪市佛教会
　社会貢献として積極的に街頭
募金へのご協力と会員向けの共
同募金への理解を深める取組み。

喫茶もうちの木
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジェクト
において日替わり弁当を寄付付き商品とし
て販売し、共同募金の寄付、周知に協力。

防災ボランティア春告鳥
　三重の赤い羽根募金百貨店プロジ
ェクトにおいて
寄付付き商品と
して缶易トイレ
を販売し多様な
世代への興味関
心を得る活動で
共同募金の寄付
周知に協力。

松阪市社会福祉大会・福祉フェスティバル

社会福祉協議会
会長　田上　勝典

社協会長　新春のご挨拶社協会長　新春のご挨拶社協会長　新春のご挨拶
謹んで新春のお慶びを申し上げます。

日頃は、松阪市社会福祉協議会の事業に、市民の皆様から

温かいご支援ご協力を賜り、誠に有難うございます。

新年を迎えるにあたり本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。　

　昨年は、コロナに始まり１年が過ぎたように感じます。４月には緊急事態宣

言により、計画されていたふれあい体育祭などの事業や地域の福祉活動も延期

や中止を余儀なくされました。

　私たちは、これまで誰かとつながり、ふれあうことでお互いに支え合うまちづ

くりを目指してきました。人との交流があたりまえだった日々が突然に閉ざされ、どのようにつなが

り続ければよいのか、地域の皆さまも我々社協職員も初めての状況に戸惑いながら「できること」を

「できる方法」で共に考える年となりました。

　飲食店業界をはじめとする個人事業主の方や企業などにおいては休業や失業により生活が困窮状態

となられた方から、生活相談支援センターへの相談がたくさん寄せられました。

　まだまだ完全なる終息が見えない中、健康で文化的な幸せな生活をどのように実現していくか、

この一翼を担っていくのが、私たち松阪市社会福祉協議会だと考えています。

　社協内のことではありますが、令和２年４月より、地域住民が抱える多様化・複雑化する福祉課題

に対応するCSW（コミュニティソーシャルワーカー）を配置し、地域に根ざした、総合的・包括的な

相談支援体制の構築に向け、取り組んでまいりました。

　また、７月より、認知症などで判断能力が不十分な方が不利益を受けたりしないよう、相談や利用

支援を行う機関として成年後見センターを開設しました。
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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

令和3年 新年あいさつ
松阪市ボランティア連絡協議会　会長　　 瀬 良 弘

新年、明けましておめでとうございます。
会員の皆様には健やかな新年を迎えられたことと
心よりお慶び申し上げます。

授業の様子

「手話サロンで楽しく手話を学ぼう　
　～バルーンアートづくり～」のご案内

話そう！手
のことば

　毎年、松阪看護専門学校の1年生は6月に開催される「ふれあい体育祭」に全員が参加しボランティア体
験を行いますが、今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大から中止となりました。それに伴い2日間にわ
たり「福祉」をテーマに授業に行かせていただ
きました。
　11月4日（水）は、ボランティア活動や松阪市ボ
ランティア連絡協議会の活動、昨年度のふれあ
い体育祭の様子などを、パワーポイントを使い
話しました。また、6日の体験に向け、視覚障が
い者の方の対応についてもお話ししました。
　6日（金）は、松阪点訳友の会の高瀬さん、冨田
さんにご協力をいただきアイマスクや点字体験
を行いました。生徒の一人は「体験を通して、
視覚障がい者について理解が深まった。白杖や
盲導犬を連れた方がいたら『助けることはあり
ますか』と声をかけていきたい」と話してくれ
ました。

松阪看護専門学校の授業でお話ししてきました

　皆さんは手話をご存じですか？自分の近くに耳が聞こえない方・聞こえづらい方がいると意識したことは
ありますか？松阪市では「手と手でハートをつなぐ手話条例」が施行され、手話に対する理解と認識を深め
るための取り組みがなされています。ボランティアセンターでは今年も「話そう！手のことば」と題して
「手話サロン」を開催いたします。
　簡単な挨拶を覚えたり、聴覚障がいがある方
と一緒にバルーンアートを楽しんで手話を身近
に感じましょう。

　日　時　1月23日（土）午後1時半～3時半
　場　所　松阪市社会福祉協議会松阪支所
　　　　　（鎌田町213-1）
　定　員　25名（先着順）
　　　　　コロナ禍のため人数を制限しています
　参加費　無料
　受　付　1月7日（木）午前8時半～
　問合せ・申込先　松阪市ボランティアセンター
　※状況によっては中止の場合があります。

　松阪市ボランティア連絡協議会として、11月12日（木）、13日（金）、20日（金）に3密を避けるため3ヶ所
の会場に分かれ研修会を開催いたしました。各グループの代表1名のみの参加として、事前に健康チェック
表を配布、本人や近親者に風邪症状がないことなどを確認、当日入り口では検温、消毒、換気など感染症
対策を万全に行いました。講師は、感染症の専門家である鈴鹿医療科学大学看護学部 大西健児教授をお迎
えし、『新型コロナウイルスに対する感染症予防の方法など正しい知識を身につける』をテーマに、新型コ
ロナウイルス感染症の感染経路やサージカルマスクの有用性、速乾性手指消毒薬（アルコールスプレー）の
使い方、感染対策など詳しく講演をしていただきました。

　昨年、新型コロナウイルス感染症が拡大し始め、全国のイベント等が中止や延期に追い込まれました。
　ボランティア連絡協議会としましては、総会を書面決議とし、その後のボランティア活動においても中止
や延期となりましたが、感染予防を万全にとり視察研修と研修会を開催しました。
　また、各団体の皆様におかれましては、いろいろと工夫をされ、ボランティア活動や活発な啓発等をして
いただいたことに感謝申し上げます。
　今年は新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息することを念じ、今まで以上にグループ間の結束強
化、ボランティア活動啓発を強化していきたいと思いますので、なお一層のご協力をお願いするとともに、
誰もがご参加いただける松阪市ボランティア連絡協議会となるよう頑張っていきましょう。
　結びに、会員の皆様のますますのご健勝とご活躍を心からお祈り申し上げまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

写真は昨年度の様子です

点字体験アイマスク体験

松阪市福祉会館 飯南産業文化センター

三雲支所

新型コロナウイルスに対する感染予防の研修会新型コロナウイルスに対する感染予防の研修会を開催いたしましたを開催いたしました
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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

「ふらっとカフェ」のご案内
コミュニティソーシャルワーカー日記
～あったかご飯
　　　　 プロジェクト～

日　時　毎月第2・4金曜日 
　　　　午後1時～3時
　　　　※3月第4金曜日は、お休み　　　　　
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）

　風も穏やかなプレー日和の11月21日（土）に、飯南グラ
ンドにて、老人クラブ会員93名、小学生26名からなる22
チームでグランドゴルフ大会を行いました。
　高齢者と子どもたちの交流にもつながり、みなさんの元
気な姿は、高齢者の生きがいづくりや子どもたちのよりよ
い成長につながると感じました。
　地域の中で、これ
からもこのような高
齢者と子どもが交流
する機会を作ってい
きたいと思います。

みんなの居場所づくり事業

小学生との交流グランド
ゴルフ大会を開催しました

地区福祉会と松老連飯南支部 共催

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

問合せ　
飯高支所　電話 45-1125

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

地域の運動グループを紹介します！！

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

1月15日（金）午前10時～11時半

3月12日（金）午前10時～11時半

2月12日（金）午前10時～11時半

第2の人生かがやき塾①
　お口をいつもきれいに！
　　災害発生時のお口のお手入れどうするの？
第2の人生かがやき塾②
　自分のためのエンディング（もめん）ノートを書いて
　みましょう！　成年後見制度ってなに？
第2の人生かがやき塾③
　介護保険施設について
　　介護保険施設ってどんなとこ？

神戸公民館

定員20名

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

2月5日（金）より開催
　午前10時～11時半　　全6回
1月19日（火）午後1時半～3時半
2月 2日（火）午後1時半～3時
2月16日（火）午後1時半～3時

中川コミュニティ
センター

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）

グッ！と楽　　教室　　運動編
　生活動作を楽にできる方法を学びませんか？

らっく

1月25日（月）午後1時半～3時半
2月 8日（月）午後1時半～3時
2月22日（月）午後1時半～3時

中川コミュニティ
センター

グッ！と楽　　教室　　運動編
　リズム体操で楽しく身体を動かしませんか？

らっく

1月29日・2月19日・3月19日
いずれも金曜日  午後1時半～2時半

運動自主グループ ひまわり会（飯南地区）お仲間大募集！！
講師　平岡健康開発研究所　
会費　1回 500円　　

飯南コミュニティセンター
トレーニング室

1月18日（月）、2月1日（月）・15日（月）
午前10時～11時半　全3回

元気ゆずりは教室（介護予防教室） 　
　イキイキ元気に過ごすための楽しい脳トレ　
　　　　　　　　　　皆でワハハと笑いませんか？

東黒部地区市民センター

1月29日・2月19日・3月19日
いずれも金曜日  午前10時半～11時半

運動自主グループ はつらつクラブ（飯高地区）お仲間大募集！！
講師　平岡健康開発研究所（1月・3月のみ）　
会費　1回 300円　　

飯高総合開発センター
大会議室

　松阪市内では「もう大丈夫かな」「このよう
なことなら取り組めるかな」とコロナウィルス
感染予防を念頭に置きながら一進一退の地域福
祉活動が取り組まれています。
 また社会福祉協議会では、コロナの影響を受け
て、生活状況が困窮されている方の生活の立て
直し相談、生活支援の取組もまだまだ継続して
います。
　そのような中、生活に困窮されている方への
一助になればと、多くの市民や企業の皆さまか
ら食品や生活用品のご寄付がありました。それ
を活用し、炊出し事業「あったかご飯プロジェ
クト」に取り組みました。

「飯高るた」
    ご存じですか？

　飯高地区の小学校の子どもたちがカル
タの読み句を考え、絵を描いたものを、
飯高るた製作委員会により、平成29年に
作成されたご当地カルタです。史跡や自
然、名所など、飯高の魅力が詰まってい
ます。
　1セット2,000円で販売して
おり、売り上げの一部が赤い
羽根共同募金に寄付されてい
ます。

飯高るた大会の様子

中西　新

第三地域包括支援センター管内

 元気のわ（飯高：赤桶地区）

　赤桶集会所で月１回転倒予防や認知機
能向上に効果のあるスクエアステップや
レクリエーションを行い、元気いっぱい
介護予防に取り組んでます。
　検温や体調確認、マスクの着用、消毒、
部屋の換気、ソーシャルディスタンスを
保ちながらの運動などを頑張っているグ
ループです(^^)/

外出してみたいけど、人ごみはちょっと緊張する
人と話すのが苦手。でも、話ができる場はないかな。

利用者のみなさまの声

Tさん「いろんな方と話ができ、新たな出会いができます」
Sさん「楽しい！！」
Nさん「みんなも来てください」

　　「助けてほしい」という声と「サポー
　トしたい」という想いをつなぎたい。
　　今後も職員が一丸となり、地域の皆さん
　に寄り添いながら頑張っていきます。

　どなたでも気軽に立ち寄れて、ホッと一息できる場として…
カフェスペースをオープンしています。要望に応じて、
日常での困りごとの相談も可能です。
　どうぞお越しください。

　今回は、11月20日（金）に歴史探訪の研修旅行として、大
河ドラマの雰囲気が感じられる明智光秀ゆかりの西教寺と比
叡山延暦寺を訪れました。参詣はもちろん、紅葉を見ながら
おいしい精進料理を堪能しました。コロナウィルス感染予防
に気をつけながら、これからも活動を続けていきたいです。

生涯現役！！健康づくりや仲間づくり、
枠に捉われない活動がモットー

大切な人へ想いを届けよう！
プロジェクト始動

　プロジェクトの一環として、書
き損じはがき・未使用のはがきを
集めることになりました。
　回収ＢＯＸを設置しますので、
ご協力よろしくお願いします。

設置期間　2月1日（月）～2月26日（金)
　　　　　土日祝除く
　　　　　午前8時半～午後17時15分
設置場所　社会福祉センターなど

問合せ　嬉野支所　電話42-2718

松阪北部商工会と三雲天白郵便局 共催三雲老人クラブ連合会
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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

「ふらっとカフェ」のご案内
コミュニティソーシャルワーカー日記
～あったかご飯
　　　　 プロジェクト～

日　時　毎月第2・4金曜日 
　　　　午後1時～3時
　　　　※3月第4金曜日は、お休み　　　　　
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）

　風も穏やかなプレー日和の11月21日（土）に、飯南グラ
ンドにて、老人クラブ会員93名、小学生26名からなる22
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　高齢者と子どもたちの交流にもつながり、みなさんの元
気な姿は、高齢者の生きがいづくりや子どもたちのよりよ
い成長につながると感じました。
　地域の中で、これ
からもこのような高
齢者と子どもが交流
する機会を作ってい
きたいと思います。

みんなの居場所づくり事業

小学生との交流グランド
ゴルフ大会を開催しました

地区福祉会と松老連飯南支部 共催

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

問合せ　
飯高支所　電話 45-1125

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

地域の運動グループを紹介します！！

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

1月15日（金）午前10時～11時半

3月12日（金）午前10時～11時半

2月12日（金）午前10時～11時半

第2の人生かがやき塾①
　お口をいつもきれいに！
　　災害発生時のお口のお手入れどうするの？
第2の人生かがやき塾②
　自分のためのエンディング（もめん）ノートを書いて
　みましょう！　成年後見制度ってなに？
第2の人生かがやき塾③
　介護保険施設について
　　介護保険施設ってどんなとこ？

神戸公民館

定員20名

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

2月5日（金）より開催
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第五地域包括支援センター
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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）

グッ！と楽　　教室　　運動編
　生活動作を楽にできる方法を学びませんか？

らっく

1月25日（月）午後1時半～3時半
2月 8日（月）午後1時半～3時
2月22日（月）午後1時半～3時

中川コミュニティ
センター

グッ！と楽　　教室　　運動編
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らっく

1月29日・2月19日・3月19日
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飯高るた大会の様子

中西　新
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外出してみたいけど、人ごみはちょっと緊張する
人と話すのが苦手。でも、話ができる場はないかな。

利用者のみなさまの声
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Sさん「楽しい！！」
Nさん「みんなも来てください」

　　「助けてほしい」という声と「サポー
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　どなたでも気軽に立ち寄れて、ホッと一息できる場として…
カフェスペースをオープンしています。要望に応じて、
日常での困りごとの相談も可能です。
　どうぞお越しください。

　今回は、11月20日（金）に歴史探訪の研修旅行として、大
河ドラマの雰囲気が感じられる明智光秀ゆかりの西教寺と比
叡山延暦寺を訪れました。参詣はもちろん、紅葉を見ながら
おいしい精進料理を堪能しました。コロナウィルス感染予防
に気をつけながら、これからも活動を続けていきたいです。

生涯現役！！健康づくりや仲間づくり、
枠に捉われない活動がモットー

大切な人へ想いを届けよう！
プロジェクト始動

　プロジェクトの一環として、書
き損じはがき・未使用のはがきを
集めることになりました。
　回収ＢＯＸを設置しますので、
ご協力よろしくお願いします。

設置期間　2月1日（月）～2月26日（金)
　　　　　土日祝除く
　　　　　午前8時半～午後17時15分
設置場所　社会福祉センターなど
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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。
※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、年末年始の12月24日～1月5日も休み

1月・2月の無料市民相談のお知らせ1月・2月の無料市民相談のお知らせ

◎心配ごと相談員による心配ごと相談

1月

2月

14日（木）
28日（木）
18日（木）
25日（木）

12日（火）
25日（月）
15日（月）
22日（月）

相談日時 午後1時～5時相談場所 予約開始日時 午前8時半～

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

賛助会費
㈱辻電機 津営業所　 生活介護サービスあゆか
川口住設　 角谷水道

※順不同・敬称略

訂正とお詫び
（誤） → 

11月号5ページ掲載の『災害ボラセン・サポーター養成講座受講生募集』の第4回2月20日（土）の講師名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。

2021
No.96

松阪の日の出スポットご紹介　

会長新年のご挨拶

赤い羽根共同募金事業　　　　　

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

1月4日（月）12日（火）18日（月）25日（月）

1月4日（月）18日（月）
1月27日（水）
1月5日（火）
1月12日（火）
1月19日（火） 
1月26日（火） 

2月1日（月）15日（月）
2月24日（水）
2月2日（火） 
2月9日（火） 
2月16日（火）
2月24日（水） 

2月1日（月）8日（月）15日（月）22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。

山本康夫氏 （正）山本康史氏

◎弁護士による法律相談（要予約） 定　　員　12名
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。

松阪市福祉会館2階
（殿町1563）

農業経済の理論で日本を支え、「お米
の神様」と呼ばれた嬉野の偉人 東畑
精一さんのパネル展に行ってきたよ。
嬉野ゆうゆうの出店があったよ。

11月23日 豊地農耕センターにて

見 て み て 社 協 で す ！見 て み て 社 協 で す ！

1

のお散歩 編集後記

あけましておめでとうございます
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます

三雲 五主海岸 飯南 相津峠

松阪市保育士修学資金貸付の申請まだまだ受付中
　保育士の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）

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 問合せ・申込先　福祉のまちづくり課　電話 30-5690

本所
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　松阪更生保護女性の会 10,000円 
　濱口  幸大 切手 960円
　童謡・唱歌を楽しむ会 3,673円 
 
松阪支所　
　㈱西山商店 （氏名のみ記載）
　匿名希望 綿布団
　山中  菊枝 猫の餌
 
嬉野支所
　匿名希望 着物・衣類
 
飯南支所
　長田　寛 （氏名のみ記載）

善意のご寄付善意のご寄付
10/1～11/30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。

　秋の風物詩として親しまれ
てきた「赤い羽根街頭募金活
動」がコロナのため中止にな
り寂しいです。こんな時こそ、
人と人との絆を大切にしてい
きたいと改めて思います。

　   編集ボランティア
海住 さつき松坂城跡 嬉野 算所 三ツ池飯高 高見展望台

今
年

は 
ステ
イわがまちで 初日の

出


