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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

『家族のつどい』～ひきこもりについて
        悩んでいるご家族について～ 開催のご案内
　「ひきこもり相談窓口」が開設されて2か月半が経ちま
す。ご家族様からの相談を多く聞かせていただく中で、同
じ悩みを持つ方々と日々の思いを共有することで、少しで
も楽になっていただけるといいなぁと思い『家族のつど
い』を開催することとなりました。
　ホッと息抜きする場としてもご活用ください。 
日　時　令和4年9月15日（木）午後1時半～3時
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）2階 大会議室
対　象　ひきこもり当事者を支えるご家族　15名　
　　　　 ※要予約
申込み・問合せ　ひきこもり相談窓口　
　　　　　　　電話　31-1922　または　31-1925

「まっつぁかで保育士になりたい」を
資金面で応援します。

　保育士養成施設卒業後、松阪市内の認可保育園
等に保育士として3年間従事すると返還が全額免
除されます。
募集人数　10名　　　
貸付金額　最大120万円
締め切り　令和5年2月28日（火）
申込み問合せ　福祉のまちづくり課　
　　　　　　　電話 30-5690

募集 松阪市保育士修学資金貸付
高校3年生の皆さんへ

詳細はＨＰへ
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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、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。

9月5日(月）
9月28日（水）
9月6日（火）
9月13日（火）
9月20日（火） 
9月27日（火） 

10月3日(月）17日(月）
10月26日（水）
10月4日（火） 
10月11日（火） 
10月18日（火）
10月25日（火） 

9月5日(月) 12日(月)
20日(火) 

10月3日(月) 11日(火)
17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）

予約開始日　左記の表をご確認ください。

※予約は電話のみとなりますが、聴覚や言語に障がいがある方は、
　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

9月

10月

8日（木）
22日（木）
13日（木）
27日（木）

5日（月）午前8時半～
20日（火）午前8時半～
11日（火）午前8時半～
24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）

のお散歩

9

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。
本所
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　オムロンヘルスケア株式会社　 食料品
　匿名希望（介護福祉施設へ） タオルぞうきん30枚
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 
　　ピアゴ嬉野店 24,465円 　
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　　アピタ松阪三雲店 60,942円 　
　株式会社 マルハン 松阪店 お菓子
　クラギ株式会社 （市内の生活介護事業所・就労継続
　支援B型事業所・多機関事業所への夏のおやつとして）
　 メロン60個
松阪支所
　大戸 房子 氏名のみ記載
　東黒部住民自治協議会 乾パン420個　
嬉野支所
　中勢草友会（社会福祉へ） 10,000円　
三雲支所
　匿名希望（生活困窮世帯の方へ） 白米30ｋｇ　
飯南支所
　笑のわサロン プロジェクター
　佐々木 紀志子 紙おむつ10袋

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

嬉野中学校×　　　　×地域

　「SDGsの視点で地域と取り組む生徒会活動」で嬉野マルシェを活動の
場としていくことが決定。中学生が嬉野マルシェ実行委員会のメンバー
に入り、マルシェでどんなことをしていくか、
中学生がどんな役割を担うのかを地域の方と
共に第一回実行委員会で話し合ったよ。
　10月にはＭブリッジの米山さんを講師に
迎え、SDGsについての学習を深め、マル
シェに向けて準備をしていく予定だよ。

Mブリッジ　米山さんの一言コメント

品を選ぶには理由があります。安い・多い以外の「持続可能な販売表現」を
SDGs視点で深く考えると品や地域の魅力が再発見できますよ。

令和5年度採用

正規職員募集
令和5年度採用

正規職員募集

地域の福祉、みんなで参加！
 「赤い羽根共同募金運動」 10月1日よりはじまります

▲ 社協職員（地域担当者）が、柿野小学校児童会へ地域福祉活動について説明をしている様子

編集後記

編集ボランティア　杉本　幸子

　7月末で後期高齢者の仲間入り。先日も第一地域包括支援センター
の方の訪問を受けました。老いは足元からくるようですね。
　栄養のバランスを考えた食事をし、ポジティブ思考で日々を送りたいと思います。

捩花　ふわりと混ざり　トスサラダ

誰もが楽しめる企画を！

ねじりばな
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令和5年度

本所　日常生活自立支援センター　　山下 なつみ(専門員)　　４年目

1.受付期間及び時間
　令和4年9月1日（木）～9月28日（水）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
人員     職種    受験資格年齢

59歳未満
（例外事由1号）

総合職① 3名
① 社会福祉士
② 普通自動車免許(AT限定可)

59歳未満
（例外事由1号）

総合職③ 1名
① 介護福祉士
② 普通自動車免許(AT限定可)

59歳未満
（例外事由1号）

総合職② 2名
① 介護支援専門員
 （主任介護支援専門員あれば尚可）
② 普通自動車免許(AT限定可)

※年齢は令和5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4年10月16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　西岡・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福祉協議会 HP
　またはハローワーク求人票をご覧ください。

共同募金ってどんな募金？
・募金運動は10月1日から全国一斉に行われます。
・寄せられた募金は、身近な地域の福祉活動として下記のような団体を
　応援したり、県内の福祉活動や全国の災害時支援活動に活用されます。

　令和4年度市民活動助成事業　
　　　　　　　　　6団体への助成が決定しました！
　令和4年度市民活動助成事業　
　　　　　　　　　6団体への助成が決定しました！

　令和4年度子どもの居場所づくり事業　
　　　　　　　　　　4団体への助成が決定しました！
　令和4年度子どもの居場所づくり事業　
　　　　　　　　　　4団体への助成が決定しました！

　募金百貨店プロジェクト参加店の寄付つき商品の売り上げの一部が助成金の財源となっています。　募金百貨店プロジェクト参加店の寄付つき商品の売り上げの一部が助成金の財源となっています。

音楽のアトリエ  MUSICANO

松阪マジッククラブ

ふれあいまつさか

交流＆学び　ハグクミの会

嬉野絵手紙ボランティア楽嬉

カフェ・デ・モンク・イン・ミエ

再びはじめる！音楽・芸術で松阪元気アップ
　地域の人々に心の豊かさや生きる活力を提供
マジックフェスティバルの開催
　青少年育成、老人会等への社会貢献
お年寄りの生活のお手伝い
　生活にお困りのお年寄りの生活支援
お母さんと子どもたちの交流と学びの場
　家庭の学びを社会に活かす。異年齢交流の場づくり

プリント学習、食育、自然体験など人との交流の中で
楽しく学び、「うれしのカルタ」作り
幼いときから自然に触れ、人とコミュニケーションを
取ることで心身の健康を整える

　取り組みに参加する企業・事業所が販売する寄付つき商品の売り上げの一部が
共同募金に寄付されるしくみです。
　三重県共同募金会のHPまたはQRコードから参加店をご覧のうえ、ぜひお店に
足をお運びください。

子どもたちに手作りカレーを提供。野菜作りやゴミ拾
いを通して命や地球の大切さを学ぶ

公園つくりとお楽しみ会事業

作品展示を通じた地域との交流

臨床宗教師による心のケア

　

100,000円

100,000円

100,000円

100,000円

50,000円

50,000円

30,000円

100,000円

100,000円

100,000円

団 体 名 事 業 内 容 や 目 的 決定額

うれしのこどもくらぶ

杉の子

ぱくぱく探検隊

団 体 名 事 業 内 容 や 目 的 決定額

まつさかプレーパークをつくる会

募金百貨店プロジェクトとは

共同募金は、地域の福祉活動を応援しています。

＜松阪管内＞Culminer、(株)花の木、居酒屋一円相、焼菓子あいうえお、クラギ(株)、(有)岡井博進堂、防災ボランティア春告鳥、
　　工房やまの風、1010banchi、竹輝銅庵、ガラスエッチング工房MOMO WORKS、お菓子工房M、Boulangerieままごと
＜嬉野・三雲管内＞清水製茶、喫茶もうちの木、中華料理 揚龍
＜飯南・飯高管内＞(有)深緑茶房、飯高るた、もくいち・マルゴ(株)

三重県共同募金会

　お金の管理などを通じて認知症や障がいをお持ちの方の生活を支える仕事をしています。たとえ
ば、公共料金など生活に必要な支払いができず困っている方の代わりにお金のやりくりを考えた
り、必要な福祉サービスが使えるよう調整したりしています。支援が生活の安定につながると嬉し
い気持ちになり、利用者の皆さんからの「ありがとう」という言葉に元気づけられています。

嬉野支所　生活介護事業所　　杉田 豊茂(生活支援員)　　６年目
　障がいのある方への自立支援に携わっています。最初は、言語障がいを持つ方への接し方に戸惑
うこともありましたが、次第に利用者の表情の変化で意思疎通が出来るようになりました。介護技
術が問われる仕事ですが、個性や特性を理解し、悩みや希望に寄り添えるように自身のアンテナを
広げて日々奮闘しています。

飯南支所　通所介護事業所　　西口 未来(生活相談員)　　４年目
　介護福祉系列のある高校を卒業し、正規職員になりました。現在は、介護福祉士の資格も取得し
デイサービスの相談員に従事しています。住み慣れた地域で安心して過ごせるような支援を心掛け
ています。
　午前中は自宅で入浴が困難な方の支援、午後からは脳トレや体操など頭や身体を使って楽しめる
レクリエーションをしています。支援中に戸惑うこともありますが、利用者の笑顔や「ありがと
う」という言葉で日々頑張れています。

飯高支所　居宅介護支援事業所　　鈴木 裕美(主任介護支援専門員)　　13年目
　介護保険のサービス利用を希望する方の意向や心身の状態にあった利用が行えるように、相談
業務をしています。
　松阪市は山間部から海辺と自然に恵まれた地域で、各地域の特色やその方のこれまでの生活、
今後望まれる生活により支援の内容は多岐にわたります。様々な支援にかかわる中で、私自身学
び教えていただく事がたくさんあります。

バッジ デザイン
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1.受付期間及び時間
　令和4年9月1日（木）～9月28日（水）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
人員     職種    受験資格年齢

59歳未満
（例外事由1号）

総合職① 3名
① 社会福祉士
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① 介護支援専門員
 （主任介護支援専門員あれば尚可）
② 普通自動車免許(AT限定可)

※年齢は令和5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4年10月16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　西岡・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福祉協議会 HP
　またはハローワーク求人票をご覧ください。

共同募金ってどんな募金？
・募金運動は10月1日から全国一斉に行われます。
・寄せられた募金は、身近な地域の福祉活動として下記のような団体を
　応援したり、県内の福祉活動や全国の災害時支援活動に活用されます。

　令和4年度市民活動助成事業　
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募金百貨店プロジェクトとは

共同募金は、地域の福祉活動を応援しています。
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　お金の管理などを通じて認知症や障がいをお持ちの方の生活を支える仕事をしています。たとえ
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飯高支所　居宅介護支援事業所　　鈴木 裕美(主任介護支援専門員)　　13年目
　介護保険のサービス利用を希望する方の意向や心身の状態にあった利用が行えるように、相談
業務をしています。
　松阪市は山間部から海辺と自然に恵まれた地域で、各地域の特色やその方のこれまでの生活、
今後望まれる生活により支援の内容は多岐にわたります。様々な支援にかかわる中で、私自身学
び教えていただく事がたくさんあります。

バッジ デザイン
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電話 23－2941
ＦＡＸ 30－5692

ボランティアしませんか

4

連絡先　松阪市ボランティアセンター

ここは
ボランティアセンターと
松阪市ボランティア連絡
協議会のコーナーです

傾聴ボランティア養成講座受講生募集

松阪市ボランティア連絡協議会 団体のご紹介
日本車椅子レクダンス協会 松阪支部 スマイリーまつさか の紹介

　傾聴とは、相手に寄り添う、耳と目と心で真剣に相手の気持ちを一生懸命聴くことです。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。
　高齢者分野をはじめ、様々な場面で「傾聴ボランティア」を求める声が聞かれます。
　「聴くことができるボランティア」への一歩を踏み出してみませんか。　
　募　集　要　件　① 松阪市内に在住する満20歳以上の方
　　　　　　　　　② 普通自動車運転免許資格を有している方
　　　　　　　　　③ 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

　定　　　　　員　10名（先着順）
　受　　　　　付　9月5日(月)～
　申込み・問合先　松阪市ボランティアセンター（殿町1563）　電話23-2941
　講　　　　　師　傾聴ボランティア「四傾聴」尾市和美 氏
　カリキュラム日程　全6回　午前は講義形式・午後は実技形式でおこないます。　

　当グループは、平成29年度松阪市ボランティアセンター主催の車椅子ダンスボランティア養成
講座を受講し、平成29年11月に設立しました。
　現在7名で活動しています。障がいを持った方もそうでない
方も、子どもから高齢者まで楽しみながら簡単に踊れるよう
に作られた車椅子ダンスです。車椅子に限らず立ったままで
も踊れます。現在は、コロナ禍のため、手をつながずに踊れ
るダンスを練習しています。
　いろいろな施設へ訪問させていただいています。訪問依頼
のご相談は松阪市ボランティアセンターまでお尋ね下さい。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

10月17日（月）

10月24日（月）

10月31日（月）

11月10日（木）

11月21日（月）

11月28日（月）

ハートフルみくも

スポーツ文化

センター

（曽原町2678）

月　日 時　間 内　容 会　場

ボランティアサロン開催のお知らせボランティアサロン開催のお知らせ
松阪市ボランティア連絡協議会 松阪支部松阪市ボランティア連絡協議会 松阪支部

日　時　9月30日（金）　午前10時～正午

場　所　松阪市福祉会館（殿町1563）　3F大会議室

内　容　防災について（H・U・G）

　　　　避難所（H）運営（U）ゲーム（G）は具体的な避難所運営の疑似体験ができます。平時の備えについ

て考えるきっかけや、班に分かれての演習となるため参加者同志の交流にもつながります。

講　師　防災ボランティア「春告鳥」

定　員　20名（先着順）

持ち物　筆記用具・飲み物

申込み　松阪市ボランティアセンター　電話　0598-23-2941

子どもたちとボランティア学習・体験をしました子どもたちとボランティア学習・体験をしました
松阪市ボランティア連絡協議会 嬉野支部松阪市ボランティア連絡協議会 嬉野支部 豊地小学校豊地小学校

　豊地小学校４年生の子どもたちと「配食サービスに

ついての学習」「絵手紙ボランティア体験」を行いま

した。「配食サービスについての学習」では配食サー

ビスに関わるボランティアからそれぞれ大切にしてい

ること・やりがいの話を伝えると「料理のボランティ

アさんは大変そうだった。でもお弁当を届けてもらっ

た、おじいちゃんおばあちゃんは嬉しいと思う」「お

弁当が大切に届けられていることがわかった」「ボラ

ンティアさんに頑張ってほしい」「自分もボランティ

アがしたい」といった感想を聞くことができました。

「絵手紙ボランティア体験」では、季節の野菜などを

題材に、嬉野絵手紙ボランティア楽嬉（ラッキー）と共に心を込めて絵手紙を描きました。料理や絵手紙

の他にも、得意なことや好きなことを活かしたボランティア活動がたくさんあります。今回学んだこと・

体験したことがきっかけでボランティアへの理解や活動につながると嬉しいです。

はるつげどり

配食サービスのボランティアへ心を込めて
絵手紙を描きました

午前10時

午後2時

～

よんけいちょう

傾聴ボランティアとは

聴く基本と態度

存在を支える3つの柱・感情に注意して聴く

スピリチュアルペインとは

傾聴を学ぶ意味を考える

リフレ―ミングとは・まとめ
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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。

　飯南高齢者生活福祉センターの一部
を開放し、地域の皆さんがゆっくりお
過ごしいただける“集いの場”として
８月より「いー南カフェ」がオープン
しました！
　ご近所さんやお友達とお喋りしたり、
お孫さんと一緒に遊んだりなど、どな
たでも利用出来るフリースペースとし
て自由にお過ごしいただけます。
　飲み物等も用意してお待ちしています！
　ぜひ飯南支所にお立ち寄りください！

支所だより支所だより

飯高飯南「いー南カフェ」が
　　　　オープンしました！

住民の主体的な地域づくりの推進

嬉野

松阪CSW

三雲

飯高クリーン作戦の
                 開催について

　コロナ禍により、近年中止となっていましたクリー
ン作戦を行います。ボランティア連絡協議会だけでは
なく各住民自治協議会の協力を得ながら今年は実施し
ます。
　
日　時　９月11日（日）　午前８時～
場　所　飯高町内各地
主　催　松阪市ボランティア連絡協議会 飯高支部
協　力　宮前まちづくり協議会、川俣住民自治協議会
　　　　森住民自治協議会、波瀬むらづくり協議会
問合せ　飯高支所　電話 45-1125

　「子どもたちが高齢者にどんなことができるか」考
えるため、中原小学校4年生の児童たちと高齢者疑似
体験・車椅子体験を行いました。体験を通じ「こんな
声かけが嬉しかった」「おばあちゃんの本当の気持ち
が知れた」などたくさんの気づきを得られました。
　また、健康で暮らす
ために「人とのつなが
り」が重要であること
を学習。今回の体験
で、子どもたちも地域
を支え合う一員である
ことを知り、自ら“つ
ながりづくり”ができ
るきっかけになれば嬉
しいです。

　コロナ禍で3年ぶりの公演となります。アニメなど
の映像では味わえない臨場感。そして、心あたたまる
ストーリーで子どもたちに感動を届けます。

人形劇団
「どむならん」公演

問合せ・申込先　松阪支所　電話 30-5210

お茶を飲んだり、お花を生けたり、
癒しの時間を皆で過ごしましょう。

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
 9 月15日（木）午前10時～11時半

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

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隣保館 2階ホール

グッとライフ講座「繋がろう！広げよう！心のわ！」
地域で助け合える関係づくりを目指しましょう！

 9 月16日（金）午前10時～11時半 みんなで笑って心も体もスッキリ！
幸公民館 2階10月28日（金）午前10時～11時半

10月14日（金）午前10時～11時半

足元から始める健康づくり
11月18日（金）午前10時～11時半 最新情報を知って賢い消費者になりましょう

天白公民館

グッ！と楽教室 運動編9月15日・29日　10月13日
午後1時半～(いずれも木曜日) 阿坂構造改善センター

グッ！と楽教室 運動編10月5日・19日　11月2日
午後1時半～(いずれも水曜日) 中郷公民館

9月 1 日（木）午後1時半～3時

9月22日（木）午後1時半～3時

「薬剤師さんによるお薬のおはなし」
薬の正しい使い方、お薬手帳の活用方法についてなど
持ち物：お薬手帳　対象者：おおむね65歳以上の方

飯南産業文化センター

飯高老人福祉センター

9月30日　10月7日・14日・28日
11月4日・11日(いずれも金曜日)
午後1時～3時
【定員】15名(定員になり次第締切)

【いきいきサポーター養成講座　初級編】
・介護予防に興味があって、地域で何か自分に出来る
　ことはないかなど考えていらっしゃる方、みんなで
　一緒に介護予防について学んでみませんか

射和地区市民センター
2階　(射和町586-3)

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。

　運動をすることで転倒予防や認知症予防
に繋げ、更に健康寿命をのばすことを目的
として活動しています。今まで交流がなか
った方々と交友関係が広がり、いつも笑い
声が絶えない和やかな雰囲気に包まれた会
です。これからも、一人でも多くの方が参
加して良かったと思っていただける会に育
んでいきたいと思います。

日　時　毎月第2・4金曜日　
　　　　午前10時～11時半　　　　
場　所　射和公会堂(射和町)

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

　参加費無料

 いざわ元気アップ教室 
〈第五地域包括支援センター管内〉

　コミュニティソーシャルワーカーは困りごとを抱え
る人に寄り添い、専門職や地域の皆さんと協力しなが
ら、解決方法をともに考えます。
　また、住みなれた地域で誰もが安心して暮らせるよ
う、ささえあいのまちづくりにとりくみます。 日　時　令和４年10月20日（木） 午後1時半～3時

対　象　65歳以上の方　
定　員　15名（先着）
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）
持ち物　タオル、切り花用のはさみ
　　　　※一輪挿しは、持参不要。
　　　　　参加費無料。
　　　　※作品は持ち帰っていただけます。

日　時　9月23日（金・祝）  午後1時半～2時半（開場 午後1時）
場　所　ハートフルみくも保健福祉センター（曽原町2678）
演　目　「ブヒブヒのおつかい   ちゃ～んとできるかな」
定　員　80名（先着順・要事前申込み）
申し込み方法　
　電話　※年齢（学年）・電話番号
　　　　　等をお伝えください。

開催日　第２・第４水曜日 ※祝日は変更あり
時　間　午後1時～3時
問合せ・申込先　飯南支所　電話 32-4630

第二の人生かがやき塾（公民館共催）です。(各講座　定員20名)

足に重りをつけたり、ゴーグルをつけ
たりして高齢者の気持ちを考えました

　伊勢弁でいつもまわりをヒヤヒヤさせ、目の離せない子を「ど
むならん子」といい、そういういたずら好きの子ども達の笑顔を、
創造のよりどころとした作品づくりをしようと名付けられました。
 

「どむならん」
名前の由来

な

中原小学校
子どもたちと考える福祉

一人で悩まず
　　　ご相談ください

問合せ　三雲支所　電話 56-7247

問合せ　
松阪市全域　電話30-5690
松阪地区　　電話30-5210

日常がちょっぴり彩られる
花の話＆お好みの一輪挿しに
花を生けませんか。

嬉野・三雲地区　電話56-7247
飯南・飯高地区　電話32-4630

ＣＳＷのチラシができました！
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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

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。

　飯南高齢者生活福祉センターの一部
を開放し、地域の皆さんがゆっくりお
過ごしいただける“集いの場”として
８月より「いー南カフェ」がオープン
しました！
　ご近所さんやお友達とお喋りしたり、
お孫さんと一緒に遊んだりなど、どな
たでも利用出来るフリースペースとし
て自由にお過ごしいただけます。
　飲み物等も用意してお待ちしています！
　ぜひ飯南支所にお立ち寄りください！

支所だより支所だより

飯高飯南「いー南カフェ」が
　　　　オープンしました！

住民の主体的な地域づくりの推進

嬉野

松阪CSW

三雲

飯高クリーン作戦の
                 開催について

　コロナ禍により、近年中止となっていましたクリー
ン作戦を行います。ボランティア連絡協議会だけでは
なく各住民自治協議会の協力を得ながら今年は実施し
ます。
　
日　時　９月11日（日）　午前８時～
場　所　飯高町内各地
主　催　松阪市ボランティア連絡協議会 飯高支部
協　力　宮前まちづくり協議会、川俣住民自治協議会
　　　　森住民自治協議会、波瀬むらづくり協議会
問合せ　飯高支所　電話 45-1125

　「子どもたちが高齢者にどんなことができるか」考
えるため、中原小学校4年生の児童たちと高齢者疑似
体験・車椅子体験を行いました。体験を通じ「こんな
声かけが嬉しかった」「おばあちゃんの本当の気持ち
が知れた」などたくさんの気づきを得られました。
　また、健康で暮らす
ために「人とのつなが
り」が重要であること
を学習。今回の体験
で、子どもたちも地域
を支え合う一員である
ことを知り、自ら“つ
ながりづくり”ができ
るきっかけになれば嬉
しいです。

　コロナ禍で3年ぶりの公演となります。アニメなど
の映像では味わえない臨場感。そして、心あたたまる
ストーリーで子どもたちに感動を届けます。

人形劇団
「どむならん」公演

問合せ・申込先　松阪支所　電話 30-5210

お茶を飲んだり、お花を生けたり、
癒しの時間を皆で過ごしましょう。

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
 9 月15日（木）午前10時～11時半

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

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隣保館 2階ホール

グッとライフ講座「繋がろう！広げよう！心のわ！」
地域で助け合える関係づくりを目指しましょう！

 9 月16日（金）午前10時～11時半 みんなで笑って心も体もスッキリ！
幸公民館 2階10月28日（金）午前10時～11時半

10月14日（金）午前10時～11時半

足元から始める健康づくり
11月18日（金）午前10時～11時半 最新情報を知って賢い消費者になりましょう

天白公民館

グッ！と楽教室 運動編9月15日・29日　10月13日
午後1時半～(いずれも木曜日) 阿坂構造改善センター

グッ！と楽教室 運動編10月5日・19日　11月2日
午後1時半～(いずれも水曜日) 中郷公民館

9月 1 日（木）午後1時半～3時

9月22日（木）午後1時半～3時

「薬剤師さんによるお薬のおはなし」
薬の正しい使い方、お薬手帳の活用方法についてなど
持ち物：お薬手帳　対象者：おおむね65歳以上の方

飯南産業文化センター

飯高老人福祉センター

9月30日　10月7日・14日・28日
11月4日・11日(いずれも金曜日)
午後1時～3時
【定員】15名(定員になり次第締切)

【いきいきサポーター養成講座　初級編】
・介護予防に興味があって、地域で何か自分に出来る
　ことはないかなど考えていらっしゃる方、みんなで
　一緒に介護予防について学んでみませんか

射和地区市民センター
2階　(射和町586-3)

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。

　運動をすることで転倒予防や認知症予防
に繋げ、更に健康寿命をのばすことを目的
として活動しています。今まで交流がなか
った方々と交友関係が広がり、いつも笑い
声が絶えない和やかな雰囲気に包まれた会
です。これからも、一人でも多くの方が参
加して良かったと思っていただける会に育
んでいきたいと思います。

日　時　毎月第2・4金曜日　
　　　　午前10時～11時半　　　　
場　所　射和公会堂(射和町)

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

　参加費無料

 いざわ元気アップ教室 
〈第五地域包括支援センター管内〉

　コミュニティソーシャルワーカーは困りごとを抱え
る人に寄り添い、専門職や地域の皆さんと協力しなが
ら、解決方法をともに考えます。
　また、住みなれた地域で誰もが安心して暮らせるよ
う、ささえあいのまちづくりにとりくみます。 日　時　令和４年10月20日（木） 午後1時半～3時

対　象　65歳以上の方　
定　員　15名（先着）
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）
持ち物　タオル、切り花用のはさみ
　　　　※一輪挿しは、持参不要。
　　　　　参加費無料。
　　　　※作品は持ち帰っていただけます。

日　時　9月23日（金・祝）  午後1時半～2時半（開場 午後1時）
場　所　ハートフルみくも保健福祉センター（曽原町2678）
演　目　「ブヒブヒのおつかい   ちゃ～んとできるかな」
定　員　80名（先着順・要事前申込み）
申し込み方法　
　電話　※年齢（学年）・電話番号
　　　　　等をお伝えください。

開催日　第２・第４水曜日 ※祝日は変更あり
時　間　午後1時～3時
問合せ・申込先　飯南支所　電話 32-4630

第二の人生かがやき塾（公民館共催）です。(各講座　定員20名)

足に重りをつけたり、ゴーグルをつけ
たりして高齢者の気持ちを考えました

　伊勢弁でいつもまわりをヒヤヒヤさせ、目の離せない子を「ど
むならん子」といい、そういういたずら好きの子ども達の笑顔を、
創造のよりどころとした作品づくりをしようと名付けられました。
 

「どむならん」
名前の由来

な

中原小学校
子どもたちと考える福祉

一人で悩まず
　　　ご相談ください

問合せ　三雲支所　電話 56-7247

問合せ　
松阪市全域　電話30-5690
松阪地区　　電話30-5210

日常がちょっぴり彩られる
花の話＆お好みの一輪挿しに
花を生けませんか。

嬉野・三雲地区　電話56-7247
飯南・飯高地区　電話32-4630

ＣＳＷのチラシができました！
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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

『家族のつどい』～ひきこもりについて
        悩んでいるご家族について～ 開催のご案内
　「ひきこもり相談窓口」が開設されて2か月半が経ちま
す。ご家族様からの相談を多く聞かせていただく中で、同
じ悩みを持つ方々と日々の思いを共有することで、少しで
も楽になっていただけるといいなぁと思い『家族のつど
い』を開催することとなりました。
　ホッと息抜きする場としてもご活用ください。 
日　時　令和4年9月15日（木）午後1時半～3時
場　所　松阪支所（鎌田町213-1）2階 大会議室
対　象　ひきこもり当事者を支えるご家族　15名　
　　　　 ※要予約
申込み・問合せ　ひきこもり相談窓口　
　　　　　　　電話　31-1922　または　31-1925

「まっつぁかで保育士になりたい」を
資金面で応援します。

　保育士養成施設卒業後、松阪市内の認可保育園
等に保育士として3年間従事すると返還が全額免
除されます。
募集人数　10名　　　
貸付金額　最大120万円
締め切り　令和5年2月28日（火）
申込み問合せ　福祉のまちづくり課　
　　　　　　　電話 30-5690

募集 松阪市保育士修学資金貸付
高校3年生の皆さんへ

詳細はＨＰへ

目　　　次
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令和５年度採用 正規職員募集
令和５年度採用 正規職員募集詳細
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、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。

9月5日(月）
9月28日（水）
9月6日（火）
9月13日（火）
9月20日（火） 
9月27日（火） 

10月3日(月）17日(月）
10月26日（水）
10月4日（火） 
10月11日（火） 
10月18日（火）
10月25日（火） 

9月5日(月) 12日(月)
20日(火) 

10月3日(月) 11日(火)
17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）

予約開始日　左記の表をご確認ください。

※予約は電話のみとなりますが、聴覚や言語に障がいがある方は、
　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

9月

10月

8日（木）
22日（木）
13日（木）
27日（木）

5日（月）午前8時半～
20日（火）午前8時半～
11日（火）午前8時半～
24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）

のお散歩

9

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。
本所
　てらだ鍼灸整骨院（障がい者福祉へ） 20,000円
　オムロンヘルスケア株式会社　 食料品
　匿名希望（介護福祉施設へ） タオルぞうきん30枚
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動 
　　ピアゴ嬉野店 24,465円 　
　ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
　　アピタ松阪三雲店 60,942円 　
　株式会社 マルハン 松阪店 お菓子
　クラギ株式会社 （市内の生活介護事業所・就労継続
　支援B型事業所・多機関事業所への夏のおやつとして）
　 メロン60個
松阪支所
　大戸 房子 氏名のみ記載
　東黒部住民自治協議会 乾パン420個　
嬉野支所
　中勢草友会（社会福祉へ） 10,000円　
三雲支所
　匿名希望（生活困窮世帯の方へ） 白米30ｋｇ　
飯南支所
　笑のわサロン プロジェクター
　佐々木 紀志子 紙おむつ10袋

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

嬉野中学校×　　　　×地域

　「SDGsの視点で地域と取り組む生徒会活動」で嬉野マルシェを活動の
場としていくことが決定。中学生が嬉野マルシェ実行委員会のメンバー
に入り、マルシェでどんなことをしていくか、
中学生がどんな役割を担うのかを地域の方と
共に第一回実行委員会で話し合ったよ。
　10月にはＭブリッジの米山さんを講師に
迎え、SDGsについての学習を深め、マル
シェに向けて準備をしていく予定だよ。

Mブリッジ　米山さんの一言コメント

品を選ぶには理由があります。安い・多い以外の「持続可能な販売表現」を
SDGs視点で深く考えると品や地域の魅力が再発見できますよ。

令和5年度採用

正規職員募集
令和5年度採用

正規職員募集

地域の福祉、みんなで参加！
 「赤い羽根共同募金運動」 10月1日よりはじまります

▲ 社協職員（地域担当者）が、柿野小学校児童会へ地域福祉活動について説明をしている様子

編集後記

編集ボランティア　杉本　幸子

　7月末で後期高齢者の仲間入り。先日も第一地域包括支援センター
の方の訪問を受けました。老いは足元からくるようですね。
　栄養のバランスを考えた食事をし、ポジティブ思考で日々を送りたいと思います。

捩花　ふわりと混ざり　トスサラダ

誰もが楽しめる企画を！

ねじりばな


