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ふれあいネットワーク

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

令和3年度 歳末たすけあい助成事業 （詳しくはP6 CSWを見てね）
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あったかごはんプロジェクト
令和4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
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午後1時～4時
受付は午後3時20分まで

◎心配ごと相談員による心配ごと相談 悩みごとや困りごとを抱え込んでいませんか？ 秘密厳守で行っていますので、お気軽にご相談ください。
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・振替休日を除く毎日

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2日(月）16日(月）
5月25日（水）
5月6日（金）
5月10日（火）
5月17日（火） 
5月24日（火） 

6月6日(月）20日(月）
6月22日（水）
6月7日（火） 
6月14日（火） 
6月21日（火）
6月28日（火） 

5月2日(月) 9日(月)
16日(月) 30日(月)

6月6日(月) 13日(月)
20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）

予約開始日　相談のある週の月曜日午前8時半～

※予約は電話のみとなりますが、聴覚や言語に障害が
　ある方は、可能な方法で事前にご連絡ください。
※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。

◎弁護士による法律相談（要予約） 予約専用電話　30－5690　福祉のまちづくり課

定員12名5月

6月

12日（木）
26日（木）
9日（木）
23日（木）

9日（月）午前8時半～
23日（月）午前8時半～
6日（月）午前8時半～
20日（月）午前8時半～

相談日（午後1時～）相談場所 予約開始日

松阪市福祉会館2階
（殿町1563）

移
動
型
車
両
で

「
あ
っ
た
かごはんプロジェクト」開催しました

のお散歩5 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。

本所
　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100枚

松阪支所
　柿本　瞭 衣類約100点
　ほほえみ会  代表 南出 たづ子 アクリルたわし

嬉野支所
　匿名希望 里芋8.5kg

飯高支所
　円応教  飯南協会（飯高町内の福祉へ）
 30,000円

“羽毛プロジェクト”への寄付
　羽毛布団 11枚
　ダウンジャケット　 7枚

地域の福祉活動や
生活応援のための
さまざまな情報を
発信していきます

“お米で応援プロジェクト”
終了後も多くの皆様より引き続きお米のご寄付を
いただいております。
ご寄付いただいたお米は
生活相談に来所された方々へ
お配りしております。

令和3年は例年より3～4倍多い、約120枚の羽毛布
団・ダウンジャケットが寄せられました。
これらの製品は洗浄することで新しい製品になります。
衣替えやクリーニングで処分を考えているものがあ
りましたらぜひ社協までお問合せください。
タグにダウン50％以上となっているものが対象にな
ります。
限りある資源を循環し、再利用する
UMOUプロジェクトへのご協力を
お願いします。

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

はじめました

松阪市社会福祉協議会L I N E公式アカウント

友だち追加
してね

編集後記
　コロナ禍も2年半。様々な行事が延期、中止になる中“今できる何か”を
見つけて取り組まれた記事や、新しい集まり方の記事の数々が届きました。
ストップしていない！動いている！嬉しくなります。我が身を振り返ってみ
ますと、感染対策をして自粛している間に、思考まですっかり自粛してしま
っていることに気がつきました。これではいけない
飛び立てる日のために準備をしなければ。
先ずはその場で足踏みから。1、2、1、2。　

編集ボランティア　藤原　茂子



介護保険事業収入
547,381
31.89%

障害福祉サービス等
事業収入
303,365
17.68%

繰越金
234,159
13.65%

受託金収入
327,712
19.10%

その他の収入 44,318　2.58%

会費、寄付金収入 10,718　0.62%

共同募金配分金収入 26,582　1.55%
積立資産取崩収入 9,563　0.56%

貸付事業収入 3,324　0.19%

補助金収入
178,413
10.40%

就労支援事業収入 20,341　1.19%
事業収入 10,135　0.59%

収入の部
合計1,716,011千円

貸付事業支出 14,040　0.94%

人件費支出
1,044,962
69.97%

助成金支出
32,898　2.20%

事務費支出
38,102　2.55%

その他の活動による支出
43,368　2.90%

事業費支出
280,970
18.81%

固定資産取得支出 10,410　0.70%

積立資産支出 5,909　0.40%

就労支援事業支出
21,662　1.45%

負担金支出 1,214　0.08%

支出の部
合計1,493,535千円

令和4年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算令和4年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算令和4年度 松阪市社会福祉協議会 事業計画・当初予算
基本方針
　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、社会経済環境がより
大きく変化し、地域福祉にかかわる国の施策はめまぐるしく動い
ており、社会福祉協議会として地域共生社会の実現に向けて大
きな変化が求められております。
　本年度は、地域共生社会の実現を目標とした｢第3期松阪市
地域福祉(活動)計画｣と本会の最上位計画である｢第Ⅳ期経
営計画｣両計画の最終年度となり、目標達成に向け鋭意取り組
み、進行管理に基づく評価と検証を行い、次期計画の策定に取
り組んでまいります。
　また、包括的相談支援体制を構築するため、｢福祉まるごと相
談室運営業務｣と｢アウトリーチ等を通じた継続的支援及び参加
支援事業｣を松阪市と協働しながら地域福祉課題の解決に向
け、支援機関等の連携や地域住民との繋がりを深め、支援体制
強化に努めてまいります。
　そして、地域福祉活動の推進に努めるため、住民自治協議会
をはじめ各団体、関係機関と連携を密に行い、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、在宅福祉サービスの
充実を図るため、効率的･効果的な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ながら、PDCAサイクル
による計画の推進と改善に努めます。

・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。
・行政や各種団体との連携･協力関係を高めます。
･災害等の緊急事態への対応とBCP(事業継続計画)の策定に努め
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)計画推進の最終年度であり、次期計
画策定に向けた検討･協議を行います。

・住民(世帯)が抱える多様な地域生活課題に対して、支援
関係機関や多機関協働事業者、地域と連携しながら地域
生活課題の解決を図ります。

・複合的･複雑化した課題を抱えながらも支援が届いてい
ない人を把握し、支援関係機関等との連携や地域住民と
のつながりを深め、人やその世帯と社会とのつながりづ
くりに向けた支援体制の強化に努めます。

・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
　　　　　　　   【福祉のまちづくり部門】

・安定した事業所運営と事業所の質の向上に努めます。
・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の整備に努めます。

・制度改正内容の理解を深め、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。

・施設･事業の在り方と方向性について検討・協議を進め
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

事業区分
社会福祉事業
公益事業
収益事業
合　計

1,161,423
304,861
27,251

1,493,535

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

1,336,128
352,632
27,251

1,716,011

予算額
事業別収入内訳 【単位：千円】

他にもさまざまな事業を行います。
詳細は、はねっとをご覧ください。

じぶんの町を良くするしくみ

　　　　　赤い羽根共同募金

昨年10月1日から展開された赤い羽根共同募金へのご支援ご協力
ありがとうございました。
皆さまからお寄せいただいた共同募金は、今年度の福祉活動を
応援する財源になります。

令和3年度実績額

今年度実施事業の一部をご紹介します

27,048,284円
粥見小学校児童会から募金贈呈

【助成事業】
住民自治協議会や地区福祉会が行う地域福祉活動への助成
障がい福祉施設と地域とが交流行事を通してつながりを深めることへの助成
子どもの居場所づくり（子ども食堂・学習支援・遊び場づくりなど）への助成
子育て世代や高齢者などさまざまな集いの場の応援

【社協自主事業】
地域福祉活動の情報発信
地域福祉教育の推進、生活に困っている方への生活支援
子どもの交通安全推進（傘贈呈）、パパママ防災講座等

はねっとQR

戸別
一般募金

歳末たすけあい募金
14,294,416円
8,970,346円

街頭募金 7件

法人 事業所募金 187件

職域募金 247件

学校募金 33件

イベント募金 55件

個人募金 133件

募金百貨店
プロジェクト
UMOU

プロジェクト
赤い羽根
自動販売機

その他募金 177,777円

35,205円

874,666円

1,365,877円

175,594円

357,960円

348,599円

241,857円

　19,420円

186,567円

募金箱、ガチャガチャなど

寄付つき商品の販売協力

羽毛製品のリサイクル

購入者、設置者による募金

15店

119枚

8台
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175,594円

357,960円

348,599円

241,857円

　19,420円

186,567円

募金箱、ガチャガチャなど
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昨年度の研修会での中継の様子

3月15日　飯南ふれあいセンター
※感染対策を取りマスクを外して撮影しています。

傾聴とは、相手に寄り添い耳と目とこころ
で真剣に相手の気持ちを一所懸命聴くこと
です。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。

令和4年度
松阪市ボランティア連絡協議会総会のお知らせ
令和4年度
松阪市ボランティア連絡協議会総会のお知らせ

『つなごうボランティアの手と手』『つなごうボランティアの手と手』
松阪市ボランティア連絡協議会の仲間に加わりませんか？

猪岡紀久子先生ありがとうございます猪岡紀久子先生ありがとうございます
日　時　5月8日（日）　午後1時～3時

場　所　松阪市社会福祉協議会　松阪支所（鎌田町213番地1）

議　題　・令和3年度活動報告および会計報告

　　　　・令和4年度活動計画（案）および予算（案）

　　　　・研修交流会　奈良県葛城市社協と松ボ連の取り組み発表
　　　　　　昨年度、総会研修会で葛城市社協の取り組みについて発表
　　　　　　を受け、その後実施してきたことを発表します。

※感染症対策の為、各団体代表者1名での参加でお願いいたします。

　ボランティア連絡協議会は、令和4年度65グループ890名のボランティアさんが登録されています。
会員登録いただくことで、ボランティアセンターによる各グループおよ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下記のような取り組みをしています。

　猪岡先生は、2005年に四日市市で傾聴ボランティア活動を始められ、2009年松阪市第三地域包
括支援センターで初めて傾聴ボランティア養成講座の講師に来ていただき、飯高傾聴ボランティア
耳順会、飯南傾聴ボランティア聴飯会が結成されました。以降、うれしの傾聴ボランティアだいこ
んの花、松阪傾聴ボランティア鈴、傾聴ボランティアほほえみ（三雲）と結成にも携わられ、松阪
全域で講座を受けたボランティアが活躍しています。
　その後も、毎年会員のフォローアップ講座を年6回開
催し、その都度、講師としてお越しいただきました。今
年度の講座を持って、退任されました。松阪では傾聴講
座の始まりの地「飯南」で最後の講座のあと、ささやか
ながら送別会を行いました。
　猪岡先生、長年にわたり松阪の傾聴の発展にご尽力を
賜り、ありがとうございました。末永くお元気でお過ご
しください。
　今年度も、傾聴フォローアップ講座を開催していきま
す。また、秋ごろには傾聴ボランティア養成講座を予定
しております。詳細は追って紙面でお知らせいたします。

　松阪市社会福祉協議会（殿町1563）では、市民の皆様に歩行が困難で、外出や通院など一時的に
車イスを必要とされる方に無料で貸出し（最長1カ月）を行っています。小さなお子様向けの車イス
も僅かですがあります。貸出しできない場合もございますので、事前にボランティアセンターにお
問い合わせください。
　貸し出しに使用している車イスは寄贈いただいたり、ボランティアがアルミ缶をリサイクルして
得た収益を基にした善意で成り立っています。大切にご使用ください。

【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（学びの場）
　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おこなうなど）

・ボランティアフェスタ（啓発の場）
　ボランティアや福祉活動の体験を通して活動の普及・啓発をおこないます。

・ボランティアサロン（交流の場）
　ボランティアグループが持つ特技をテーマにし、一般の方と会員の交流を図っています。
　（折り紙体験・手話ダンス・ビニール袋を活用した非常食づくりなど）

　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。

※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！！

車イスの貸出しについて

1kg  約100円

車いすは、ボランティアセンター
で無料で貸し出したり、施設など
に寄附をして役立っています。
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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

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
新型コロナ感染状況により事業をやむなく中止する場合があります。
下記までお問合せください。

支所だより支所だより

飯高飯南 茶ちゃ丸見守り隊に
　　なりませんか？

住民の主体的な地域づくりの推進

嬉野

松阪CSW

三雲

『グループホームいいたか』
　　　　　　　　について

　これまで社協が運営していた『グループホームいい
たか』を4月1日に『株式会社W』へ引き継ぎました。
　最終日となる3月31日には、職員と地域の方に集ま
っていただき、これまでの感謝とこれからのご協力を
お願いしました。
　今後も飯高地区の貴重な地域資源として、地域福祉
の充実のために協力を
させていただきます。
地域の皆様には、長い
期間にわたり運営への
ご協力ありがとうござ
いました。

　神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ
さんと楽しく体操しませんか？見学だ
けでも、ふらっと参加も可能です。気
軽に遊びに来てくださいね☆

　松阪市老人クラブ連合会三雲支部は、奇数月第三水
曜日(午前10時～11時半)に、天白公民館や地元ドラッ
グストア協力のもと「介護者カフェ」を開催していま
す。当初は、介護をする方々のほっと！できる憩いの
場として開催していましたが、近頃は高齢者を主とし
て、どなたでも気軽に参加していただいています。地
域のつながりが薄くなっている今だからこそ、みんな
で集える場が必要だと感じ、「お茶菓子を食べて、飲
み物飲んで、気軽に集まって話しよに」をモットー
に活動しています。三雲地域の方
はもちろん、三雲地域以外の方も
お気軽に遊びにきてくださいね。

介護者カフェに
　　お茶飲みにおいない

問合せ　松阪支所　電話 30-5210

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13日（金）午前10時～11時半

【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～　脳の活性化ゲーム（講義・実技）
　日　程　5月30日(月)、8月31日(水)　両日とも午前10時～午後0時半
　　　　　6月8日(水)、6月29日(水)、7月13日(水)、7月27日(水)　全て午後1時半～4時
　講　師　NPO法人　認知症予防ネット　中村都子先生
　対象者　認知症介護の関わり方について興味のある65歳以上の方
　場　所　飯高老人福祉センター2階 (飯高町宮前)

各地域にて「集いの場」を開催しています。
皆さん、いきいきと体操や脳トレを行い、おしゃべりを楽しんでいます。
「集いの場って何？」「近くにないな…」という方もお気軽にお問合せください♪

気軽に集って健康づくりしてみませんか？参加者の方、大募集中です！！

もめんノートについて(成年後見制度)第二公民館 2階

第2木曜日　午後1時半～3時 健康づくりサークル『はつらつ会』中川公民館

5月26日（木）午後1時半～3時 高齢者や介護者が孤立しないようにするために第一公民館 2階
6月10日（金）午前10時～11時半 自分のため親のため知っておこう介護保険第二公民館 2階
6月23日（木）午後1時半～3時 何気ない一口を考えてみよう、毎日の間食で変わる未来第一公民館 2階

第4水曜日　午後1時半～3時 健康づくりサークル『ほほえみ会』中原文化センター

第1週目を除く水曜日
　　　　　　午後1時半～3時

運動サークル『筋力アップサークル』
※こちらのサークルは月謝500円が必要です

嬉野社会福祉センター

5月27日　6月24日　7月22日
いずれも金曜日 午前10時～11時半
3回シリーズ

【てんとうむし教室】
・転倒しないからだつくり
・健康増進のためのストレッチ、筋力向上運動など

松尾地区市民センター
(丹生寺町605)
定員 15名(定員になり次第締切)

第4月曜日　午前10時～11時半 男性限定！運動サークル『MANデーサークル』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 電話 25-4300　駅部田町25-3

電話 32-5083　飯南町横野885（飯南ふれあいセンター）

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（松阪地区医師会館1階）

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。

　毎月2回自主グループとして活動しております。
　第2木曜日は運動中心、第4木曜日は、頭の体操中心の内容になっています。
　内容は、ストレッチ、筋トレ、新聞紙とビニールテープで作った棒を使った棒体操、玄
米を入れて作ったダンベルを使って玄米ダンベルニギニギ体操もしています。棒体操で
は、棒ならではの動きもあり、普段しない動きも出来ます。玄米ダンベルは、お手玉のよ
うな握り心地で適度な重さもあり体操にもって来いです。
　サポーターさんによるその時々のお話もあり、内容盛りだくさんです。
　上川町以外の方も大歓迎です。ぜひ遊びにいらしてください。

日　時　第2・4木曜日　午後2時～3時半
場　所　通り上川公民館（上川町3265-2）

持ち物　上履き、水分、タオル等

地域の絆地域の絆
人づくり 場づくり ネットワーク

づくり
人づくり 場づくり ネットワーク

づくり

神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ協力

 健康クラブ 〈第一地域包括支援センター管内〉

　松阪支所では、家庭等にある未使用の食品を預か
り、生活にお困りの方、必要とする方へつなぐ「フー
ドチョイス」を実施しております。
　昨年度は、皆様より1,011点の寄
付をいただき、743点を必要とする
方へつなぐことができました。あり
がとうございました。
　引き続き提供していただける食品
（賞味期限が2か月以上等）を募集
しております。取り組みへのご支
援・ご協力をお願いいたします。
　詳しくは下記までお問合せくださ
い。

【神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ／宅老所】
月～金、健康体操を行っています。地域貢献活動としてご協力いただきます。

お配りした食品等は企業や個人の方々に
よる寄付を活用しています。

途中の出入りも
ご自由に！

　向こう三軒両隣の身近なつながりから、
みんなが住み慣れたまちで安心して暮らせる“やさし
いまちづくり”を目指して、飯南地区福祉会が中心と
なり、飯南地区民児協と社協・第三包括が連携を図り
ながら、子どもから高齢者まで、みんなが声を掛合い
「さりげなく見守る」取組みが始まりました。ふれあ

いサロンや地域の集いへ訪
問し仲間を増やして、より
細かな見守り活動を展開し
ていきたいと思っています。

日時　毎月第一水曜日
　　　午前10時半～（60分程度）
　　　 ※祝日はお休み
　　　※同日開催　★のびのびBABY・KIDSひろば★
場所　嬉野社会福祉センター
対象　小さなお子さんからご高齢の方まで
内容　【ラジオ体操】や【燃えて嬉野】を中心に楽しく
　　　体操しましょう！

問合せ　
飯南支所　電話32-4630

第二の人生かがやき塾です。(各講座　定員20名)

みんなでイキイキ体操！

問合せ　三雲支所　電話56-7247問合せ　嬉野支所　電話42-2718

温かな気持ちと食品を
　 お寄せいただきました！

暮らしに寄り添い、
　　　　　　  走ります！

 長引く新型コロナウィルスの影響で、暮らしの相談
が増えています。多くの企業や住民のみなさまの協力
を得てR3年度も食料等提供事業に取り組みました。
「身近な場所で開催を」との声を受け、市内で移動販
売を営む方に作っていただいた折りたたみ机を車に設
置し、出発！
　初出動は80人分の
提供品を詰め込み、
地域へ走りました。
CSWは今後も暮ら
しに寄り添う活動を
紡いでいきます。

夏明ふれあいサロンの皆さん
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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

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
新型コロナ感染状況により事業をやむなく中止する場合があります。
下記までお問合せください。

支所だより支所だより

飯高飯南 茶ちゃ丸見守り隊に
　　なりませんか？

住民の主体的な地域づくりの推進

嬉野

松阪CSW

三雲

『グループホームいいたか』
　　　　　　　　について

　これまで社協が運営していた『グループホームいい
たか』を4月1日に『株式会社W』へ引き継ぎました。
　最終日となる3月31日には、職員と地域の方に集ま
っていただき、これまでの感謝とこれからのご協力を
お願いしました。
　今後も飯高地区の貴重な地域資源として、地域福祉
の充実のために協力を
させていただきます。
地域の皆様には、長い
期間にわたり運営への
ご協力ありがとうござ
いました。

　神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ
さんと楽しく体操しませんか？見学だ
けでも、ふらっと参加も可能です。気
軽に遊びに来てくださいね☆

　松阪市老人クラブ連合会三雲支部は、奇数月第三水
曜日(午前10時～11時半)に、天白公民館や地元ドラッ
グストア協力のもと「介護者カフェ」を開催していま
す。当初は、介護をする方々のほっと！できる憩いの
場として開催していましたが、近頃は高齢者を主とし
て、どなたでも気軽に参加していただいています。地
域のつながりが薄くなっている今だからこそ、みんな
で集える場が必要だと感じ、「お茶菓子を食べて、飲
み物飲んで、気軽に集まって話しよに」をモットー
に活動しています。三雲地域の方
はもちろん、三雲地域以外の方も
お気軽に遊びにきてくださいね。

介護者カフェに
　　お茶飲みにおいない

問合せ　松阪支所　電話 30-5210

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13日（金）午前10時～11時半

【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～　脳の活性化ゲーム（講義・実技）
　日　程　5月30日(月)、8月31日(水)　両日とも午前10時～午後0時半
　　　　　6月8日(水)、6月29日(水)、7月13日(水)、7月27日(水)　全て午後1時半～4時
　講　師　NPO法人　認知症予防ネット　中村都子先生
　対象者　認知症介護の関わり方について興味のある65歳以上の方
　場　所　飯高老人福祉センター2階 (飯高町宮前)

各地域にて「集いの場」を開催しています。
皆さん、いきいきと体操や脳トレを行い、おしゃべりを楽しんでいます。
「集いの場って何？」「近くにないな…」という方もお気軽にお問合せください♪

気軽に集って健康づくりしてみませんか？参加者の方、大募集中です！！

もめんノートについて(成年後見制度)第二公民館 2階

第2木曜日　午後1時半～3時 健康づくりサークル『はつらつ会』中川公民館

5月26日（木）午後1時半～3時 高齢者や介護者が孤立しないようにするために第一公民館 2階
6月10日（金）午前10時～11時半 自分のため親のため知っておこう介護保険第二公民館 2階
6月23日（木）午後1時半～3時 何気ない一口を考えてみよう、毎日の間食で変わる未来第一公民館 2階

第4水曜日　午後1時半～3時 健康づくりサークル『ほほえみ会』中原文化センター

第1週目を除く水曜日
　　　　　　午後1時半～3時

運動サークル『筋力アップサークル』
※こちらのサークルは月謝500円が必要です

嬉野社会福祉センター

5月27日　6月24日　7月22日
いずれも金曜日 午前10時～11時半
3回シリーズ

【てんとうむし教室】
・転倒しないからだつくり
・健康増進のためのストレッチ、筋力向上運動など

松尾地区市民センター
(丹生寺町605)
定員 15名(定員になり次第締切)

第4月曜日　午前10時～11時半 男性限定！運動サークル『MANデーサークル』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 電話 25-4300　駅部田町25-3

電話 32-5083　飯南町横野885（飯南ふれあいセンター）

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（松阪地区医師会館1階）

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。

　毎月2回自主グループとして活動しております。
　第2木曜日は運動中心、第4木曜日は、頭の体操中心の内容になっています。
　内容は、ストレッチ、筋トレ、新聞紙とビニールテープで作った棒を使った棒体操、玄
米を入れて作ったダンベルを使って玄米ダンベルニギニギ体操もしています。棒体操で
は、棒ならではの動きもあり、普段しない動きも出来ます。玄米ダンベルは、お手玉のよ
うな握り心地で適度な重さもあり体操にもって来いです。
　サポーターさんによるその時々のお話もあり、内容盛りだくさんです。
　上川町以外の方も大歓迎です。ぜひ遊びにいらしてください。

日　時　第2・4木曜日　午後2時～3時半
場　所　通り上川公民館（上川町3265-2）

持ち物　上履き、水分、タオル等

地域の絆地域の絆
人づくり 場づくり ネットワーク

づくり
人づくり 場づくり ネットワーク

づくり

神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ協力

 健康クラブ 〈第一地域包括支援センター管内〉

　松阪支所では、家庭等にある未使用の食品を預か
り、生活にお困りの方、必要とする方へつなぐ「フー
ドチョイス」を実施しております。
　昨年度は、皆様より1,011点の寄
付をいただき、743点を必要とする
方へつなぐことができました。あり
がとうございました。
　引き続き提供していただける食品
（賞味期限が2か月以上等）を募集
しております。取り組みへのご支
援・ご協力をお願いいたします。
　詳しくは下記までお問合せくださ
い。

【神ノ木台健康イキイキ仲良しクラブ／宅老所】
月～金、健康体操を行っています。地域貢献活動としてご協力いただきます。

お配りした食品等は企業や個人の方々に
よる寄付を活用しています。

途中の出入りも
ご自由に！

　向こう三軒両隣の身近なつながりから、
みんなが住み慣れたまちで安心して暮らせる“やさし
いまちづくり”を目指して、飯南地区福祉会が中心と
なり、飯南地区民児協と社協・第三包括が連携を図り
ながら、子どもから高齢者まで、みんなが声を掛合い
「さりげなく見守る」取組みが始まりました。ふれあ

いサロンや地域の集いへ訪
問し仲間を増やして、より
細かな見守り活動を展開し
ていきたいと思っています。

日時　毎月第一水曜日
　　　午前10時半～（60分程度）
　　　 ※祝日はお休み
　　　※同日開催　★のびのびBABY・KIDSひろば★
場所　嬉野社会福祉センター
対象　小さなお子さんからご高齢の方まで
内容　【ラジオ体操】や【燃えて嬉野】を中心に楽しく
　　　体操しましょう！

問合せ　
飯南支所　電話32-4630

第二の人生かがやき塾です。(各講座　定員20名)

みんなでイキイキ体操！

問合せ　三雲支所　電話56-7247問合せ　嬉野支所　電話42-2718

温かな気持ちと食品を
　 お寄せいただきました！

暮らしに寄り添い、
　　　　　　  走ります！

 長引く新型コロナウィルスの影響で、暮らしの相談
が増えています。多くの企業や住民のみなさまの協力
を得てR3年度も食料等提供事業に取り組みました。
「身近な場所で開催を」との声を受け、市内で移動販
売を営む方に作っていただいた折りたたみ机を車に設
置し、出発！
　初出動は80人分の
提供品を詰め込み、
地域へ走りました。
CSWは今後も暮ら
しに寄り添う活動を
紡いでいきます。

夏明ふれあいサロンの皆さん
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・
ふれあいネットワーク

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

令和3年度 歳末たすけあい助成事業 （詳しくはP6 CSWを見てね）

目　　　次

2022
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あったかごはんプロジェクト
令和4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

◎心配ごと相談員による心配ごと相談 悩みごとや困りごとを抱え込んでいませんか？ 秘密厳守で行っていますので、お気軽にご相談ください。
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・振替休日を除く毎日

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2日(月）16日(月）
5月25日（水）
5月6日（金）
5月10日（火）
5月17日（火） 
5月24日（火） 

6月6日(月）20日(月）
6月22日（水）
6月7日（火） 
6月14日（火） 
6月21日（火）
6月28日（火） 

5月2日(月) 9日(月)
16日(月) 30日(月)

6月6日(月) 13日(月)
20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）

予約開始日　相談のある週の月曜日午前8時半～

※予約は電話のみとなりますが、聴覚や言語に障害が
　ある方は、可能な方法で事前にご連絡ください。
※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。

◎弁護士による法律相談（要予約） 予約専用電話　30－5690　福祉のまちづくり課

定員12名5月

6月

12日（木）
26日（木）
9日（木）
23日（木）

9日（月）午前8時半～
23日（月）午前8時半～
6日（月）午前8時半～
20日（月）午前8時半～

相談日（午後1時～）相談場所 予約開始日

松阪市福祉会館2階
（殿町1563）

移
動
型
車
両
で

「
あ
っ
た
かごはんプロジェクト」開催しました

のお散歩5 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。

本所
　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100枚

松阪支所
　柿本　瞭 衣類約100点
　ほほえみ会  代表 南出 たづ子 アクリルたわし

嬉野支所
　匿名希望 里芋8.5kg

飯高支所
　円応教  飯南協会（飯高町内の福祉へ）
 30,000円

“羽毛プロジェクト”への寄付
　羽毛布団 11枚
　ダウンジャケット　 7枚

地域の福祉活動や
生活応援のための
さまざまな情報を
発信していきます

“お米で応援プロジェクト”
終了後も多くの皆様より引き続きお米のご寄付を
いただいております。
ご寄付いただいたお米は
生活相談に来所された方々へ
お配りしております。

令和3年は例年より3～4倍多い、約120枚の羽毛布
団・ダウンジャケットが寄せられました。
これらの製品は洗浄することで新しい製品になります。
衣替えやクリーニングで処分を考えているものがあ
りましたらぜひ社協までお問合せください。
タグにダウン50％以上となっているものが対象にな
ります。
限りある資源を循環し、再利用する
UMOUプロジェクトへのご協力を
お願いします。

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

はじめました

松阪市社会福祉協議会L I N E公式アカウント

友だち追加
してね

編集後記
　コロナ禍も2年半。様々な行事が延期、中止になる中“今できる何か”を
見つけて取り組まれた記事や、新しい集まり方の記事の数々が届きました。
ストップしていない！動いている！嬉しくなります。我が身を振り返ってみ
ますと、感染対策をして自粛している間に、思考まですっかり自粛してしま
っていることに気がつきました。これではいけない
飛び立てる日のために準備をしなければ。
先ずはその場で足踏みから。1、2、1、2。　

編集ボランティア　藤原　茂子


