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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
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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

◎心配ごと相談員による心配ごと相談

5月

6月

13日（木）
27日（木）
10日（木）
24日（木）

10日（月）
24日（月）
7日（月）
21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

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。

5月10日（月）17日（月）24日（月）31日（月）

5月17日（月）
5月26日（水）
5月6日（木）
5月11日（火）
5月18日（火） 
5月25日（火） 

6月7日（月）21日（月）
6月23日（水）
6月1日（火） 
6月8日（火） 
6月15日（火）
6月22日（火） 

6月7日（月）14日（月）21日（月）28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）

◎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）

5

のお散歩
編集後記

善意のご寄付善意のご寄付
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。

　コロナ自粛も長引く中、私自身の
生活は家時間が増えた分、手仕事・
料理・趣味の俳句と豊かな過ごし方
もいつの間にか心休まるときになっ
ています。
　ラインで繋がった俳句仲間と10
日で50句を目指しています。小さ
な達成感もいいなあと感じています。
「ひまですか」
　　開きすぎたるチューリップ

　　杉本 幸子

本所
　松阪市茶業組合（地域福祉活動及び生活困窮者支援へ）
 500ｍｌペットボトルお茶 24本30ケース
　(有)丸井食品　三重工場 豆4,000食
　匿名希望 白米
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　株式会社 西山商店 焼きのり10枚入×96袋
 嬉野支所
　権現前営農組合 嬉野大根
　トリビオン（沖縄三線とギターのコラボ）
 氏名のみ記載
　株式会社 西山商店 焼きのり10枚入×6袋
 三雲支所
　DRAGONGATE（株） 5,000円
 飯高支所
　（財）吉田福祉基金 （グループホームの居住者移乗等に
　よる、スタッフ身体負担軽減のために。） マッスルスーツ1台

子どもたちも
みんな真剣！
日頃の備えが
大事だね。

赤い羽根共同募金は羽毛製品を集めています
 社会問題と環境問題を解決できる仕組み

　使わなくなった羽毛布団やダウンジャケット等の羽毛製品はリサイクルすることができます。羽毛製品を
寄付していただくことが、赤い羽根共同募金につながります。

羽毛の見分け方

ダウン = ふわふわしている羽毛

フェザー = 軸のある羽根

対象外
× フェザーふとん
× 枕・クッション
× 濡れているもの
× 綿・ポリエステル製のふとん
× ダウンの割合が50％未満商品タグを確認してください。

飯南支所 
地震想定
火災防災訓練

　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。

見 て み て 社 協 で す ！見 て み て 社 協 で す ！

詳しくは8ページへ

回収された羽毛製品が
赤い羽根共同募金を通
じてじぶんの町に使われ
るしくみです。

羽毛製品は最寄りの松阪市社会福祉協議会(松阪市共同募金委員会事務局)へお持ちください。



介護保険事業収入
616,435
36.91%

障害福祉サービス等
事業収入
276,639
16.56%

補助金収入
211,361
12.65%

受託金収入
305,551
18.29%

共同募金配分金収入
25,052　1.50%

積立資産取崩収入 17,694　1.06%

その他の収入 21,550　1.29%
会費、寄付金収入 10,643　0.64%

貸付事業収入 3,324　0.20%

繰越金
148,638
8.90%

就労支援事業収入 20,663　1.24%
事業収入 12,695　0.76%

収入の部
合計1,670,245千円

固定資産取得支出 18,667　1.22%

人件費支出
1,049,877
68.36%

助成金支出
33,348　2.17%

事務費支出
38,953　2.54%

その他の活動による支出
44,424　2.89%

事業費支出
308,259
20.07%

貸付事業支出 13,200　0.86%

積立資産支出 5,909　0.38%

就労支援事業支出
21,947　1.43%

負担金支出 1,213　0.08%

支出の部
合計1,535,797千円

令和3年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算令和3年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算令和3年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算
基本方針
　昨年度は新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい地域福
祉活動や事業所の運営に多大な影響を及ぼしました。いまだ
終息の見通しは立ちませんが、今年度におきましても｢地域共
生社会｣の実現に向けて地域福祉活動の推進に努めてまいり
ます。
　本年度は第Ⅳ期経営計画の2年目となり、さらなるＰＤＣＡ
サイクルの充実を図ります。第3期松阪市地域福祉(活動)計
画に基づき、住民の主体的な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｣の重点項目に
ついて、進行管理と評価体制を取り入れながら地域福祉活動
の推進を図るとともに、新たに相談支援包括化推進員を配置し、
包括的な相談支援体制の構築にも取り組んでまいります。
そして、第Ⅳ期経営計画における｢法人として｣｢職員として｣の
経営方針に従い、より専門性を兼ね備えた福祉人材の育成、
確保に取り組みながら在宅福祉サービスの提供と充実を図り、
効率的･効果的な事業所運営に努めてまいります。

・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。
・地域福祉の活動拠点として、各施設の経営に努めます。
・行政や各種団体、本年度発足する住民自治協議会等との
連携と協力関係を高めます。

・職員研修や人事考課を実施し、人材育成に努めます。

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
や関連団体との関わりを密にした地域福祉活動の事業を
実施します。

・包括的な相談･支援体制や断らない相談支援体制の構築
を目指します。

・総合的な権利擁護支援体制を充実します。

地域福祉(活動)計画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
　　　　　　　  　 【福祉のまちづくり課】

・利用者個々のニーズを尊重し、サービスを創意工夫し、
提供体制の整備を図ります。

・感染症対策、災害時の業務継続に向けた取り組みの強化、
予防策や発生時の対応策について整備を進めます。

・制度改正の内容について理解を深め、各種加算の算定、
法令遵守を徹底します。

・介護技術の研修や専門職種の養成講座を実施し、福祉人
材の育成やサービスの向上に努めます。

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3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

助成金に関する問い合わせは、福祉のまちづくり課へお願いします。

問合せ　福祉のまちづくり課　電話　30-5690

【小地域福祉活動への助成】
　　住民自治協議会や地区福祉会が行う福祉活動に対して助成。
　　地域の交流事業や福祉活動の促進を応援します。 

【子どもや子育て世代に関する助成】
　　子ども会や放課後児童クラブ、子育てサークルへの助成。
　　地域の方との交流や子どもの楽しい遊びを応援します。 

【宅老所活動に関する助成】
　　高齢者の活動の場づくりや閉じこもり防止のための活動に助成。
　　高齢者の生きがい活動や介護予防活動を応援します。

【障がい者施設・団体への助成】
　　各施設・団体が所在する地域との交流をするための活動に助成。
　　障がいの理解や地域のつながりを深めることを応援します。

【その他、公募制の助成】
　　①市民活動団体として活動を始める団体や活動を継続する団体への助成。
　　②子どもの居場所づくりの活動を行う団体への助成　
　　③福祉活動を行う団体の活動への助成。

　地域の皆さまからお寄せいただいた共同募金を活用しています。

　本プロジェクトは、共同募金の「じぶんの町を良くするしくみ」と企業、地域の皆さまをつなぎ

「企業（社会貢献）×地域住民（日常生活）×共同募金（しくみ）」の関係を構築するものです。

事業区分
社会福祉事業
公益事業
収益事業
合　計

1,206,380
301,243
28,174

1,535,797

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

1,294,448
347,623
28,174

1,670,245

予算額
事業別収入内訳 【単位：千円】

共同募金を通じて、地域の福祉活動を応援します

NEW

令和2年度
協力店(企業等)と取組み事業
（子どもの居場所づくり事業）

協力店(企業等)……17件

寄付総額……339,076円

助成先…………4団体

協力店
募集中！！

買い物で地域
貢献ができたよ♪売上の一部を

共同募金へ

寄付します。寄付付き商品を
買おうかな♪

松阪市
社会福祉協議会

子どものために役立つのは嬉しいな。

登録のきっかけは？
・前に共同募金の助成を受け
　たことがあり、ありがたい
　と思ったから
・地域貢献をしようと思った
　から
・地域を元気にするきっかけ
　になればと思ったから　　

登録してよかったことは？
・スタッフのやる気につな
　がった
・地域に貢献していると感
　じられた
・お客様からの声かけに励
　まされた

～協力店(企業等)の声～

いろんな助成金が

あるんだね！
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事業区分
社会福祉事業
公益事業
収益事業
合　計

1,206,380
301,243
28,174

1,535,797

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

1,294,448
347,623
28,174

1,670,245

予算額
事業別収入内訳 【単位：千円】

共同募金を通じて、地域の福祉活動を応援します

NEW

令和2年度
協力店(企業等)と取組み事業
（子どもの居場所づくり事業）

協力店(企業等)……17件

寄付総額……339,076円

助成先…………4団体

協力店
募集中！！

買い物で地域
貢献ができたよ♪売上の一部を

共同募金へ

寄付します。寄付付き商品を
買おうかな♪

松阪市
社会福祉協議会

子どものために役立つのは嬉しいな。

登録のきっかけは？
・前に共同募金の助成を受け
　たことがあり、ありがたい
　と思ったから
・地域貢献をしようと思った
　から
・地域を元気にするきっかけ
　になればと思ったから　　

登録してよかったことは？
・スタッフのやる気につな
　がった
・地域に貢献していると感
　じられた
・お客様からの声かけに励
　まされた

～協力店(企業等)の声～

いろんな助成金が

あるんだね！
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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3年度
松阪市ボランティア連絡協議会総会のお知らせ

本居宣長記念館に車イスを寄贈いたしました本居宣長記念館に車イスを寄贈いたしました

松阪支部たより松阪支部たより

日　時　5月9日（日）　午後1時～3時
場　所　嬉野社会福祉センター（松阪市嬉野権現前町423-9）
議　題　・令和2年度活動報告および会計報告
　　　　・令和3年度活動計画（案）および予算（案）
　　　　・研修会　奈良県葛城市社協の取り組み
　　　　　「リモート世代間交流！
　　　　　　　　　コロナ禍でもつながろう♪」
　　　　※会場をZOOMでつなぎ、研修を行います。

※感染症対策の為、各団体代表者1名での参加でお願いします。
※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と同時にお申し出ください。
  バスの時刻・乗り場については各グループへの案内通知を参考にしてください。

募集要件　①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
　　　　　②その他詳細はボランティアセンターまでお問合せください。
定　　員　20名（先着順とさせていただきます）
申込期間　5月6日（木）～5月28日（金）　
申込・問合せ先　松阪市ボランティアセンター
カリキュラム日程　全4日　午前10時～午後4時（都合により講座内容を変更する事があります。）

ＵＤ概論・視覚障がい者の基礎知識
ＵＤ条例及びＢＦ法について・疑似体験（視覚）
妊産婦の基礎知識・疑似体験（妊婦）
多文化共生社会について
肢体不自由者の基礎知識
疑似体験（車いす）・まとめ
聴覚障がい者の基礎知識
高齢者の基礎知識・疑似体験（高齢者）

AM
PM
AM
PM
AM
PM
AM
PM

第1回

第2回

第3回

第4回

6月25日（金）

7月 2 日（金）

7月 8 日（木）

7月15日（木）

松阪市
社会福祉協議会
松阪支所
（鎌田町213-1）

会　場内　容時 間月　日

　3月30日（火）松阪市ボランティア連絡協議会松阪支部所属の2つのボランティアグループ

「NTTOB　よいほ会」と「リサイクルグループ　コスモス」は、本居宣長記念館へ「来所される

方々の手助けになれば」と車イス１台を寄贈しました。記念館より来所された方に貸し出す車イス

がないと相談を受けたのがきっかけで、今回の寄贈にいたりました。

　各グループはそれぞれ毎月1回、松阪市ボラン

ティアセンターに集まってくるアルミ缶を洗浄

し、プレス機で潰しています。そして、業者へ

の販売代金で車イス等を購入し、市民や公共施

設への貸出しや寄付をおこなっています。これ

まで購入した車イスは122台にのぼります。

　こういった活動が社会福祉に役立っているこ

とは会員の大きな喜びと励みになっており、

「捨てればごみ、生かせば資源」を合言葉に頑

張っています。

　3月23日（火）、松阪支部は松阪市福祉会館にて代表者会議を行いました。令和2年度は、新型コロ

ナウイルス感染症が広がり、ボランティア活動も随分と制限を受けました。施設等へ訪問はできず、

イベントも中止となりました。会議や研修は感染症対策を取り、時間や人数を制限することもあり

ました。「コロナ禍を乗り切っていこう」と、それぞれの団体の苦労や工夫などを分かち合いました。

　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。

　古切手・書き損じハガキ・ベルマークも収集しています。ボランティアグループの皆さんにより
仕分けされ、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、学校支援などにつな
げています。ご協力ください。

　ユニバーサルデザイン（UD）とは、すべての人にとって、できる限り利用可能であるように、製
品、建物、環境をデザインすることです。高齢者も若者も、障がいのある人も無い人も、一人でも
多くの人が、安全で快適に暮らせるまちづくりを学んでみませんか？
  講座修了後には、小中学校などへの出前講座や、積極的にUDに取り組んでいるお店や施設を紹介
するなどのボランティア活動を予定しています。

※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！！

UD（ユニバーサルデザイン）アドバイザー養成講座受講生募集！

1kg  約20円
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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

　地域包括支援センターは、松阪市が委託している公的な機関で、高齢者の方が
住み慣れた地域で生活を続けられるよう5か所に設置されています。

松阪市地域包括支援センター松阪市地域包括支援センター 支所だより支所だより

問合せ　松阪支所　電話 30-5210

飯高飯南

コミュニティソーシャルワーカー日記
「地域の絆」と「支援の輪」でくらしを
支える安心のまちづくりを目指して

　絵本を通じて、赤ちゃんと保護者がふれあいを深めるきっ
かけとなればとの思いから、毎月1回第3火曜日に絵本の読み
聞かせを行っています。大きな絵本に子どもたちは興味
深々。地域の子育て世代の交流の場ともなっています。ま
た、地域の皆さんより書き損じはがきや未使用切手を集めて
います。子育て
応援の財源とな
りますのでご協
力をお願いしま
す。

子育て世代の集いの場
「絵本サークル　ぐりとぐら」

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

松阪

三雲

　第3期松阪市地域福祉（活動）計画が4年目となりまし
た。松阪市および関係機関そして住民の皆さまと供に計
画をすすめています。昨年度は、コロナ感染予防に試行
錯誤しながら、声かけや見守り、つながり作りに取り組
まれる地域の皆さまの姿を拝見し、改めて「地域の絆」
の大切さと心強さを感じる一年となりました。一方で多
様化・複雑化した生活課題に対応するため、専門職の連
携強化が求められています。分野横断的かつ包括的な相
談・支援体制づくりを目指し、令和3年4月より「相談支
援包括化推進員」が２名配置されました。専門職による
「支援の輪」で皆さんの暮らしをバックアップで
きるようCSWとしてより一層関係機関のとの連
携を深めていきます。

車イスを貸し出しています

　地域の方からのご寄付により
購入した車イスを貸し出してい
ます。
　一時的な外出や通院時や家族
と一緒に外出したいけど長い距
離を歩けるか心配といった際に
もぜひご利用ください。数に限
りがありますので事前にお問い
合わせください。

イベントの様子部屋の様子

キッズスペース

　三雲中学校区のボランティアを中心に子ども達に絵本を
好きになってもらいたい、絵本の良さを知ってもらいたい
という想いから結成しました。主に幼児園、小中学校、子
育て支援センターで活動しています。活動内容としては、
各学年に合わせてお勧めの本を紹介しています。これから
も本の世界を通して子どもたちと一緒に楽しめたらと思い

ます。

読み聞かせボランティア
「三雲おはなしの会」

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

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

5月17日（月)午後1時半～3時

6月21日（月)午後1時半～3時

5月25日（火)午後1時半～3時

6月22日（火)午後1時半～3時

第2の人生かがやき塾①
　健康寿命を延ばそう　今日から気をつける栄養のこと
第2の人生かがやき塾②　知ってみよう成年後見制度
　人生のパートナーにもめんノートはいかがですか？　　
第2の人生かがやき塾②
　最新情報を知って賢い消費者になりましょう！
第2の人生かがやき塾③
　健康寿命を延ばそう　今日から気をつける栄養のこと

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～

第二公民館

第一公民館

阿坂構造改善センター

電話 51-5885　鎌田町244-3

第五地域包括支援センター 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
園芸療法  寄せ植えを一緒にしてみませんか？　　　

6月17日(木)午後1時半～3時半
7月 1日(木)午後1時半～3時
7月15日(木)午後1時半～3時

中原文化センター

らっく

6月9日（水）より開催
午後1時半～3時　　全6回

5月10日　6月14日　7月12日
いずれも月曜日 午前10時～11時半
※全10回シリーズ　　
　第4回目以降はお問合せください

笑☆楽☆脳とカラダを鍛えよう　ハピ★トレ
少しムズカシイな、少しキツイな、と感じるのが
効果につながるポイントです。
講　師　成田 郁代　先生
　　　　（インストラクター養成スクール代表）
対　象　介護予防に興味のあるおおむね65歳以上の方

飯南体育センター
(ふれあいセンター隣)
定　員　20名(先着順)

7月9日　10月8日
令和4年1月14日
いずれも金曜日 午前10時～11時半

男の料理教室！
感染症対策のため今年度は、料理を休憩し活動中！
男性同士、気軽に健康について話してみませんか？
持ち物　飲み物 タオル マスク

港地区市民センター
※当日はご自身で健康チェ
ックをしていただきます。

5月より順次開催予定
てんとうむし教室（運動編）／脳活クラブ（物忘れ予防編）
外出の機会が減り、弱った筋肉の筋力アップや転倒予防、
物忘れ予防のために介護予防教室へ参加してみませんか？

各地区にて

いきいきグループいきいきグループ 活動をシリーズで紹介しています。

 すみれ会（飯南地区　第三地域包括支援センター管内）

　いきいきサポーター養成講座運動編を受講し、令和3年4月より新し
く立ち上げました。運動の大事さ、みんなで集うことの楽しさを学び、
今後も継続して集まりたいとのことで、自主グループとして誕生しまし
た。「みんなで集まり、しゃべって体を動かすことが楽しい！」と男性
も女性も和気あいあいと参加しています。

　日　時　第3火曜日　午後1時半～3時　
　場　所　本郷生活改善センター
　対　象　本郷地域にお住いのおおむね65歳以上の方

防災フェスタ

問合せ・申込先　嬉野支所　電話42-2718

問合せ・申込先　飯高支所　電話 45-1125問合せ　飯南ふれあいセンター内　電話 32-4630

どなたでも利用できる
フリースペースがあります

　松阪支所では、地域福祉活動推進の拠点として１F地域交
流多目的室を、地域の皆さまに気軽に立ち寄っていただける
スペースとして開放しています。
　絵本や文庫本、新聞などの図書や電子オルガン等の楽器や
オセロなども揃っています。キッズスペースもありますので
子育て世代の交流や憩いの時間を
過ごしていただくことができます。
　ふらっとカフェやイベントも開
催していますのでお気軽にお立ち
寄りください。

中西　新

気軽にお問い
合わせください

知ろう・体験しよう・備えよう！
　いつ起こるかわからない大規模な自然災害への備えは、
できていますか？
　自分や大切な人の命を守るために、自分自身ができるこ
とは何？地域で取り組むことは何？みんなで一緒に考えま
せんか。
場 所　嬉野社会福祉センター
内 容  ・かんたん！防災食づくり
　  　 ・エコノミー症候群予防体操
　　   ・缶易トイレのお話 など
対 象　嬉野地区にお住まいの方
　　　 (小学生以下は保護者同伴)
定 員　20名

本の寄贈も行いました
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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

　地域包括支援センターは、松阪市が委託している公的な機関で、高齢者の方が
住み慣れた地域で生活を続けられるよう5か所に設置されています。

松阪市地域包括支援センター松阪市地域包括支援センター 支所だより支所だより

問合せ　松阪支所　電話 30-5210

飯高飯南

コミュニティソーシャルワーカー日記
「地域の絆」と「支援の輪」でくらしを
支える安心のまちづくりを目指して

　絵本を通じて、赤ちゃんと保護者がふれあいを深めるきっ
かけとなればとの思いから、毎月1回第3火曜日に絵本の読み
聞かせを行っています。大きな絵本に子どもたちは興味
深々。地域の子育て世代の交流の場ともなっています。ま
た、地域の皆さんより書き損じはがきや未使用切手を集めて
います。子育て
応援の財源とな
りますのでご協
力をお願いしま
す。

子育て世代の集いの場
「絵本サークル　ぐりとぐら」

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

松阪

三雲

　第3期松阪市地域福祉（活動）計画が4年目となりまし
た。松阪市および関係機関そして住民の皆さまと供に計
画をすすめています。昨年度は、コロナ感染予防に試行
錯誤しながら、声かけや見守り、つながり作りに取り組
まれる地域の皆さまの姿を拝見し、改めて「地域の絆」
の大切さと心強さを感じる一年となりました。一方で多
様化・複雑化した生活課題に対応するため、専門職の連
携強化が求められています。分野横断的かつ包括的な相
談・支援体制づくりを目指し、令和3年4月より「相談支
援包括化推進員」が２名配置されました。専門職による
「支援の輪」で皆さんの暮らしをバックアップで
きるようCSWとしてより一層関係機関のとの連
携を深めていきます。

車イスを貸し出しています

　地域の方からのご寄付により
購入した車イスを貸し出してい
ます。
　一時的な外出や通院時や家族
と一緒に外出したいけど長い距
離を歩けるか心配といった際に
もぜひご利用ください。数に限
りがありますので事前にお問い
合わせください。

イベントの様子部屋の様子

キッズスペース

　三雲中学校区のボランティアを中心に子ども達に絵本を
好きになってもらいたい、絵本の良さを知ってもらいたい
という想いから結成しました。主に幼児園、小中学校、子
育て支援センターで活動しています。活動内容としては、
各学年に合わせてお勧めの本を紹介しています。これから
も本の世界を通して子どもたちと一緒に楽しめたらと思い

ます。

読み聞かせボランティア
「三雲おはなしの会」

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

開 催 日 時 場 　 　 所 内 　 　 容

5月17日（月)午後1時半～3時

6月21日（月)午後1時半～3時

5月25日（火)午後1時半～3時

6月22日（火)午後1時半～3時

第2の人生かがやき塾①
　健康寿命を延ばそう　今日から気をつける栄養のこと
第2の人生かがやき塾②　知ってみよう成年後見制度
　人生のパートナーにもめんノートはいかがですか？　　
第2の人生かがやき塾②
　最新情報を知って賢い消費者になりましょう！
第2の人生かがやき塾③
　健康寿命を延ばそう　今日から気をつける栄養のこと

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～

第二公民館

第一公民館

阿坂構造改善センター

電話 51-5885　鎌田町244-3

第五地域包括支援センター 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
園芸療法  寄せ植えを一緒にしてみませんか？　　　

6月17日(木)午後1時半～3時半
7月 1日(木)午後1時半～3時
7月15日(木)午後1時半～3時

中原文化センター

らっく

6月9日（水）より開催
午後1時半～3時　　全6回

5月10日　6月14日　7月12日
いずれも月曜日 午前10時～11時半
※全10回シリーズ　　
　第4回目以降はお問合せください

笑☆楽☆脳とカラダを鍛えよう　ハピ★トレ
少しムズカシイな、少しキツイな、と感じるのが
効果につながるポイントです。
講　師　成田 郁代　先生
　　　　（インストラクター養成スクール代表）
対　象　介護予防に興味のあるおおむね65歳以上の方

飯南体育センター
(ふれあいセンター隣)
定　員　20名(先着順)

7月9日　10月8日
令和4年1月14日
いずれも金曜日 午前10時～11時半

男の料理教室！
感染症対策のため今年度は、料理を休憩し活動中！
男性同士、気軽に健康について話してみませんか？
持ち物　飲み物 タオル マスク

港地区市民センター
※当日はご自身で健康チェ
ックをしていただきます。

5月より順次開催予定
てんとうむし教室（運動編）／脳活クラブ（物忘れ予防編）
外出の機会が減り、弱った筋肉の筋力アップや転倒予防、
物忘れ予防のために介護予防教室へ参加してみませんか？

各地区にて

いきいきグループいきいきグループ 活動をシリーズで紹介しています。

 すみれ会（飯南地区　第三地域包括支援センター管内）

　いきいきサポーター養成講座運動編を受講し、令和3年4月より新し
く立ち上げました。運動の大事さ、みんなで集うことの楽しさを学び、
今後も継続して集まりたいとのことで、自主グループとして誕生しまし
た。「みんなで集まり、しゃべって体を動かすことが楽しい！」と男性
も女性も和気あいあいと参加しています。

　日　時　第3火曜日　午後1時半～3時　
　場　所　本郷生活改善センター
　対　象　本郷地域にお住いのおおむね65歳以上の方

防災フェスタ

問合せ・申込先　嬉野支所　電話42-2718

問合せ・申込先　飯高支所　電話 45-1125問合せ　飯南ふれあいセンター内　電話 32-4630

どなたでも利用できる
フリースペースがあります

　松阪支所では、地域福祉活動推進の拠点として１F地域交
流多目的室を、地域の皆さまに気軽に立ち寄っていただける
スペースとして開放しています。
　絵本や文庫本、新聞などの図書や電子オルガン等の楽器や
オセロなども揃っています。キッズスペースもありますので
子育て世代の交流や憩いの時間を
過ごしていただくことができます。
　ふらっとカフェやイベントも開
催していますのでお気軽にお立ち
寄りください。

中西　新

気軽にお問い
合わせください

知ろう・体験しよう・備えよう！
　いつ起こるかわからない大規模な自然災害への備えは、
できていますか？
　自分や大切な人の命を守るために、自分自身ができるこ
とは何？地域で取り組むことは何？みんなで一緒に考えま
せんか。
場 所　嬉野社会福祉センター
内 容  ・かんたん！防災食づくり
　  　 ・エコノミー症候群予防体操
　　   ・缶易トイレのお話 など
対 象　嬉野地区にお住まいの方
　　　 (小学生以下は保護者同伴)
定 員　20名

本の寄贈も行いました
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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
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羽毛プロジェクト

令和3年度事業計画・予算

赤い羽根共同募金　　　　　

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

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

◎心配ごと相談員による心配ごと相談

5月

6月

13日（木）
27日（木）
10日（木）
24日（木）

10日（月）
24日（月）
7日（月）
21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

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。

5月10日（月）17日（月）24日（月）31日（月）

5月17日（月）
5月26日（水）
5月6日（木）
5月11日（火）
5月18日（火） 
5月25日（火） 

6月7日（月）21日（月）
6月23日（水）
6月1日（火） 
6月8日（火） 
6月15日（火）
6月22日（火） 

6月7日（月）14日（月）21日（月）28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）

◎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）

5

のお散歩
編集後記

善意のご寄付善意のご寄付
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。

　コロナ自粛も長引く中、私自身の
生活は家時間が増えた分、手仕事・
料理・趣味の俳句と豊かな過ごし方
もいつの間にか心休まるときになっ
ています。
　ラインで繋がった俳句仲間と10
日で50句を目指しています。小さ
な達成感もいいなあと感じています。
「ひまですか」
　　開きすぎたるチューリップ

　　杉本 幸子

本所
　松阪市茶業組合（地域福祉活動及び生活困窮者支援へ）
 500ｍｌペットボトルお茶 24本30ケース
　(有)丸井食品　三重工場 豆4,000食
　匿名希望 白米
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　株式会社 西山商店 焼きのり10枚入×96袋
 嬉野支所
　権現前営農組合 嬉野大根
　トリビオン（沖縄三線とギターのコラボ）
 氏名のみ記載
　株式会社 西山商店 焼きのり10枚入×6袋
 三雲支所
　DRAGONGATE（株） 5,000円
 飯高支所
　（財）吉田福祉基金 （グループホームの居住者移乗等に
　よる、スタッフ身体負担軽減のために。） マッスルスーツ1台

子どもたちも
みんな真剣！
日頃の備えが
大事だね。

赤い羽根共同募金は羽毛製品を集めています
 社会問題と環境問題を解決できる仕組み

　使わなくなった羽毛布団やダウンジャケット等の羽毛製品はリサイクルすることができます。羽毛製品を
寄付していただくことが、赤い羽根共同募金につながります。

羽毛の見分け方

ダウン = ふわふわしている羽毛

フェザー = 軸のある羽根

対象外
× フェザーふとん
× 枕・クッション
× 濡れているもの
× 綿・ポリエステル製のふとん
× ダウンの割合が50％未満商品タグを確認してください。

飯南支所 
地震想定
火災防災訓練

　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。

見 て み て 社 協 で す ！見 て み て 社 協 で す ！

詳しくは8ページへ

回収された羽毛製品が
赤い羽根共同募金を通
じてじぶんの町に使われ
るしくみです。

羽毛製品は最寄りの松阪市社会福祉協議会(松阪市共同募金委員会事務局)へお持ちください。

m00465
テキスト ボックス
焼きのり10枚入×60袋


