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平成21年度　津市社会福祉協議会

津市社会福祉協議会は、地域福祉の推進を図ることを目的とし、地域に根ざした組織として住民が

生涯にわたり安心して住み続けることができる地域づくりを推進しています。

地域で適切なサービスを利用していただけるよう、福祉サービスの情報提供と相談事業の啓発に努

め、社協独自事業、行政からの受託事業、住民主体の支えあい活動を組み合わせた地域福祉圏域での福
祉活動に取り組みました。

事業の内容につきましては、次のとおりです。

1．社会福祉協議会の組織の充実、強化
（1）理事会・評議員会・監査の開催

（2）理事研修会および部会（研究会）の開催

（3）職員の資質向上と研修

2．基金の運用による事業の実施
（1）社会福祉基金助成事業

3．できる限り自立し、健康でいきいきと安心して暮らすことができるための
事業の推進
（1）介護予防事業の推進

・認知症予防教室、家族介護教室、転倒予防教室

・ふれあいいきいきサロン

・地域ふれあい適所予防事業

・生きがい活動支援適所事業

（2）地域ケア体制推進事業

（3）地域福祉権利擁護事業

（4）心配ごと相談所の開設

（5）生活支援事業

・高齢者生活支援ハウス運営事業

・配食サービス事業

・ショートステイ（短期入所生活介護）運営事業

・軽度生活援助事業

4．住民の参加・参画による地域福祉活動の推進
（1）地域福祉活動計画の策定

（2）地域福祉推進事業

・外出支援サービス事業

・社協はっとサービス事業

・地域福祉活動推進支援事業

（3）第3回ふくしまつりの開催

（4）第4回社会福祉大会の開催

（5）地区社会福祉協議会への支援協力

（6）関係団体への支援協力
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「ふくしの標語」入選作品　さしのべる　それはあなたの　手と心　加藤駿介



5．福祉教育、ボランティア活動の推進
（1）ボランティアセンター活動事業

・相談、登録、斡旋等

・ボランティア活動に関する保険の取扱い

・ボランティアの人材育成、研修会等の実施

・ボランティア活動の広報、啓発（広報誌「ぼらん津」発行）

・福祉教育の促進（福祉ワークキャンプ、福祉協力校推進事業等）

・災害救援ボランティア事業

6．企画・広報事業の推進
（1）社協だよりの発行

（2）ホームページおよびブログによる福祉情報の発信
（3）「ふくしの標語」による啓発

（4）声の広報発行事業

7．生活福祉資金貸付事業
8．介護保険事業等

（1）居宅介護支援事業

（2）訪問介護事業（降がい者自立支援法含む）

（3）適所介護事業

（4）住宅改修支援事業

（5）要介護（要支援）認定調査事業

（6）地域包括支援センター事業（津北部乗地域・津一志地域）

9．その他の事業
（1）三重県共同募金会津市共同募金委員会への支援協力
（2）収益事業

（3）人材育成（実習生の受入）

（単位：円）

「ふくしの標語」入選作品　助け合う　人の温もり　広げよう　奥田早責
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ユニバーサル＝普遍的な、全体の、という言葉が示しているように、「すべての人のための

デザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が

利用可能であるようにデザインすることをいいます。

（ユニバーサルデザインの7つの原則）

1．誰にでも使えて手に入れることができる。（公平性）

2．柔軟に使用できる。（自由度）

3．使い方が簡単にわかる。（単純性）

4．使う人に必要な情報が簡単に伝わる。（わかりやすさ）

5．間違えても重大な結果にならない。（安全性）

6．少ない力で効率的に、楽に使える。（省体力）

7．使うときに適当な広さがある。（スペースの確保）

（身近なユニバーサルデザインの例）

・シャンプー容器のギザギザ

・缶ビールの点字表示

・多目的トイレ

・使いやすい自動販売機

・ノンステップバス

★マタニティマーク
赤ちゃんがお腹にいるお母さんと、赤ちゃん

を産んだばかりのお母さんが外出するときに身

につけ、周りの人が気づかいを示しやすくする

ものです。

妊娠中、特に初めの頃は、赤ちゃんの成長は

もちろん、お母さんの健康を保つためにも、と

ても大切な時期です。しかし、外見からは赤ち

ゃんがお腹にいるかどうかわかりにくい場合が

あります。

このため、厚生労働省は、赤ちゃんがお腹に

いるお母さんと、赤ちゃんを産んだばかりのお

母さんに対して優しい地域や職場をつくること、

電車・バスなどで優先的に座れるようにするこ

となどの取組みを進め、応募作品の中から選ば

れたのがこのマークです。
マタニティマーク

rふくしの標語」入選作品　広げよう　いたわる心　福祉の輸　伊藤里夏
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食生活
カルシウムは骨の形成に欠かせません。成人の場合は、1日600mgのカルシウムが目安

ですが、吸収が低下する高齢者の場合は、1日800mg以上をとるようにしましょう。

★カルシウムの吸収をよくするビタミンDを含む食品を組み合わせれば、効率的です。
【カルシウムを多く含む食品】
牛乳、ヨークルト、チーズ、めざし、
干しえび、しらす干し、ひじき、
わかめ、ごま、小松菜、ちんげん菜、
豆腐、納豆など

運　動 日光を浴びる
運動で胃に負荷をかけると、　…　日光に当たると、体内でど
骨量が増加します。こまめ　≡　夕三ンDが合成されます。．

介護予防
教室日渥7占

各支軌こて　　8月
受け付けます。

9月
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転倒予防教室

13日（津）、22日（津）

19日（津）

14日（津）、16日（津）

万一に備えて
胃粗しょう症で転びやすい

人は、市販のヒッププロテ

クター（転倒時の衝撃を吸

収する装具）

を利用すると

よいでしょう。

認知症予防教室

3日（安臥16日（軋23日（一志）

家族介護教室

26日（芸濃）

◎上記の他に地域での出前教室もお受けしますので、詳しくは各支部にお問い合わせください。

「ふくしの標語」入選作品　ありがとう　その一言の　あたたかさ　山本幸穂
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社協事業紹介

津市社会福祉協議会は、住民のみなさまが住み慣れ
た地域で安心して暮らせるように地域福祉の推進に努
めています。

より多くのみなさまに、津市社会福祉協議会を知っ
ていただくために事業を掲載しています。これらの事
業についてのお問合わせは、各支部までお願いします。

●近所で気軽に楽しめる集まりはないかしら…

●一人暮らしで話し相手がいないの…

●ご近所の方ともっと仲良くなりたいわ…

ふれあい・いきいきサロンとは、高齢者や障がい者、子育

て中の親子だけでなく、誰もが楽しく、気軽に参加できる「地

域の居場所」です。

レクリエーションやゲーム、健康体操、おしゃべりを通じ

て仲間づくりや閉じこもりの予防ができ、地域での「ささえ

あい」「たすけあい」にもつながります。

津市社協では、地域のふれあいいきいきサロンに関してさ

まざまな支援をしています。例えば、講師を紹介したり、開

催場所を一緒に探したり、また企画内容によっては、ボラン

ティアを紹介することもできます。

津市社協では、河芸・一身田地域の「津北部東地域包括支援センター」と、一志・白山・美

杉地域の「津一志地域包括支援センター」において、地域住民の心身の健康保持および生活の

安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援

します。

地域包括支援センターは、公共性・地域性・協働性の視点に立った運営を行っています。

●具体的な事業活動内容●
総合 相談業 務

さまざまな相談内容に応じたサ
－ビスまたは制度に関する情報
提供、関係機関への紹介などを
行います。

権利 擁護 業務

成年後見制度の活用や、高齢者
虐待の防止など必要な支援を行
います。

介 護 予 防

ケ ア マ ネ ジ メ ン ト業 務

要支援認定を受けた高齢者に

介護予防サービス計画を作成
し、サービ　 ≠簿 厨

ス事業者 と 、し‥こ三一・∴ノ　 激、

の連絡 ・調　　　　 ♪Y　 琶
整などを行　　　　　 毎亀

います。

包括的 ・継続的

ケ アマネ ジメン ト業務

ケアマネジャーが抱える困難
事例への指導や助言、さまざ

至芸慧芸琵琶　 市 ．、
やネッ トウー

クの構築など

を行います。

「ふくしの標語」入選作品　さしのべる　人から人へ　手から手を　坂佑香理
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ボランティア活動レポート！
はつらつ子育て ！ ～自分たちで子育てレやすいまちづくり～

子育てボランテ ィア 「泉っ子」

「地域の子どもたちは地域で育てよう！子ども

の声が明るく響く地域づくりを！」と主任児童委

員、民生委員が中心となって呼びかけ、2005年

7月に「泉っ子」を結成しました。以来、未就学

児から小学生までを対象に、伝承遊びや集団遊び、

紙芝居、フォークダンス、季節の行事、折り紙、

創作活動、高齢者との交流会などを行い、参加者

は40人になることもありました。保護者や地域

の方々に講師や支

援をお願いしなが

ら活動し、自治会からは活動費だけでなく人的協力もあり、助かっ

ています。

多くの課題はあるものの、「子ども会がないなかで、地域の子ど

もたち同士が一緒に遊んだり、昔の遊びを教えてもらう場があり、

本当にありがたい」などの声と、地域の人々の支援に励まされなが

ら活動しています。

◎◎◎◎◎⑳◎

黙ヨコラ
全国的に7月～8月は※『ボランティア体験月間』とされて

います。

ボランティア活動とは自発的で無償が原則の活動です。
だからこそ出会える人たちがいて、だからこそ味わえる感

動があり、だからこそできる経験があります。

夏休みを利用してボランティア体験をしてみてはいかがで
しょうか。

津市社協では、あなたに合ったボランティアを探すお手伝
いをしています。

相談・問い合わせは各支部までお願いします。

問こ喜

※「広がれボランティアの輪」連絡会議発表 ＿鯵攣

「ふくしの標語」入選作品　優しい手　そつときゅっと　手をかして　藤後奈々
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社会福祉協議会へのご寄附ありがとうございました
平成22年2月16日～平成22年5月15日

ご　芳　名

つくしの会会長松田菊子様
窪田綾子様
花柳勢龍様
中村工務店　中村七郎様
Imaeda建築設計事務所今枝昭文様
祝＆唄やなかむら様
信栄会会長千原勇様
匿名1名様

合計947，391円その他物品
お寄せいただいたご芳志は、社会福祉事業のために有効活用
させていただきます。厚くお礼申しあげます。

古切手・使用済みプリペイドカートペットボトルキャップなど、収集ボランティア活動による物品（本会を経由して
他団体へ送られる物品）については、掲載を控えさせていただきますのでご了承ください。

◎弁護士相談
7月　7日（津　支　部）

8月　4日（津　支　部）

9月1日（津　支　部）

10月　6日（津　支　部）

14日（白山支部）21日（津　支　部）

11日（河芸支部ト18日（津　支　部）

8日（久居支部）15日（安濃支部）

13日（久居支部）20日（津　支　部）

28日（久居支部）

25日（久居支部）

22日（一志支部）29日（津　支　部）

27日（美里支部）

各会場とも毎週水曜日、午後1時30分から3時30分まで開設します。
1回6名までの一人約20分の予約制で、各支部で開設日の3ケ月前から受け付けます。

◎民生委員・児童重責による心配ごと相談
月
　
日
　
日
　
月

7
，
8
　
9
　
01

9日（白山支部）

13日（香良洲支部）

10日（一志支部）

8日（美杉支部）

23日（津　支　部）

27日（芸濃支部）

24日（美里支部）

22日（河芸支部）

各会場とも、当日の午後1時30分から3時30分まで開設します。
予約は不要ですので、お気軽にご相談ください。

◎専門相談　　　　　　　　　内容
右記の日程で、会場は津支部、予約不要で午後1時から

相談日

法律相談　毎週火曜日

午後4時まで開設します。（法律相談以外の受付は午後　不動産相談　第2・4水曜日

3時まで）法律相談は、正午から整理券（先着7名まで）　住宅相談　第ト3金曜日
を渡し、受付終了は午後2時45分となります。

相続・贈与など　第2・4土曜日

相談鼻

元公証人

宅地建物取引業協会相談員

一級建築士

司法書士

都合により、日程など変更することがありますので、ご了承ください。　　　※ただし、祝日1年末年始を除く。

・発行儲⑳社会福祉法人津市社会福祉協議会　慧慧㌫慧認霊
本酔津支部認品詔だた竺諏777品請云竺譜

久居支部認品濃謁硯課畏発議

河芸支部認品詔弘莞孟㌔孟誌芳2認霊品

芸濃支部認品言誤去5張苧常駐詔書品占

美里支部認品諾三㍍∋霊㌔最長嘉男讐謡
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安濃支部認品三諾8警諾誓長芋悪書三品

香良洲支部認品認識雪男1香F最濃畏孟ユ晶盲

一志支部認品諾浣5禁忌㌻荒馬急認去る71弓

白山支部認品云謂2彗悪どよ畏まも12旨主霊2S

美杉支部認品昌弘張芦品騒禦。g22


