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へ！
●無料相談会●
奇数月の第3金曜日の午後
平成26年11月21日
平成27年1月16日、3月20日
場 所：津市社会福祉協議会内
相談室1 津センターパレス3階

まで！
※地域福祉の収入の一部に寄与することを目的とし、表紙に広告を掲載しています。なお、掲載している広告内容に関する責任は、全て広告主に帰属します。

「社協」
は、
社会福祉協議会の略称です

赤い羽根共同募金運動が
はじまりました

運動期間

平成26年10月1日〜平成26年12月31日
津市共同募金委員会
平成26年度目標額

みなさまの
ご協力を
よろしくお願いします

42,921,000円
少子高齢化が進む中、地域では福祉に関わるさまざまな課題が顕在化していますが、こうした課題
を解決するため、地域住民によるボランティア活動が盛んに行われています。また、自然災害の発生
時などにおいてもボランティアは大きな力を発揮し、住民同士の支えあいの活動は、私たちの生活に
かけがえのないものとなっています。
「赤い羽根共同募金」は、こうした地域での福祉活動を応援する
募金です。
★津市内で集められた共同募金は、次のような活動に使われています。

香良洲

おもちつき交流
とう ざん そう

地域の交流を深めようと古民家「東山荘」に
て、おもちつき交流会を開催しました。
たくさんの地域住民に参加いただき、みん
なでついたおもちを味わいながら、子どもか
らお年寄りまで交
流を図ることがで
きました。
（香良洲地区
社会福祉協議会）

河 芸

河芸ふれあいサロン

高齢者等の交流の場を提供し、おしゃべり・
食事づくり等を通じて、心身のリフレッシュ、
仲間づくりなどが図れるよう「ふれあいサロ
ン」を実施しています。
季節折々の行事
やレクリエーショ
ンを実施し、閉じこ
もり予防を図って
います。
（河芸ふれあいサロン）

共同募金は、みなさまから寄附していただいたお金が、それぞれの地域のために使われる「じぶん
の町を良くするしくみ」です。
だれもが住み慣れた町で安心して暮らすことができる地域社会づくりのため、本年もみなさまか
らの温かい御理解と御協力をお願いします。
三重県共同募金会ホームページもご覧ください。URL http://www.miewel-1.com/bokin/
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【支えあうココロ、未来へ。
】プロジェクト
２０１２年より実施している
「支えあうココロ、
未来へ。
」
プロ
ジェクトは、
多くの方々に
「赤い羽根共同募金」
に関心を持っ
ていただくこと、
また、
住民同士の支えあい活動を若い世代
からも盛り上げ、安心して暮らすことのできる地域を目指
すことを目的として実施しています。
今回のプロジェクトは、
クリプトン・フューチャー・メディア㈱
の協力を得て、
クリエイターが初音ミクとともに
「赤い羽根
共同募金」
に協力します。
津市共同募金委員会もプロジェクトに賛同し、
市民の方々
はもとより、
未来を担う若い世代の方々にも
「赤い羽根共同募
金」
への理解・共感を得ながら広く活動していきます。
illustration by 羽雪
© Crypton Future Media,INC.www.piapro.net

津市地区社協連絡協議会が
設立されました
現在、津市内には、
それぞれの地域に根ざした活動が展開されるよう、４３の地区社会福祉協
議会があります。平成２３年１０月には、各地区社会福祉協議会間の連絡調整と情報共有を目的
として、津市地区社会福祉協議会連絡会が結成されました。
そして、今年５月、
さらなる地域課題の解決のためのネットワークをつくり、地域住民の福祉
意識の向上を図るために、
新たに
「津市地区社協連絡協議会」
が設立されました。
また、
７月３１日
には設立記念大会が開催され、津商工会議所会頭の岡本直之氏の講演や三重県警察音楽隊の
演奏などが行われました。
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一人ひとりの思いを地域の力に

津市ボランティアセンター
〜地域福祉教育推進事業〜

市民のみなさまの
福祉の学びを応援します

ふくし出前講座

津市社会福祉協議会では、市内の学校を中心にふくし出前講座（※1）を実施しています。
「どのような内容で実施したらよいか分からない・
・」
「
、
（例）
地域で暮らす障がいのある方の生活につ
いて話が聞きたいけど、誰か講師はいないかな・・」、
「どのような取組みがあるのか教えてほしい・・」
など、福祉に対する理解と関心を深めたい方は、ぜひ御利用ください。
（申込み方法など、詳しくは津市社会福祉協議会各支部までお問合わせください。）

講座の様子
助けあい、
おもいやりの心を感じて
もらうレクリエーションです。

高齢者や目の不自由な方々な
ど、だれもが見やすい広報に
ついて考えるワークショップ
です。
字の大きさ、
色の使い方
などには工夫が必要です。

小学校の児童がユニバーサル デ
ザイン（※2）の勉 強をしています。自
分たちにできることってなんだ
ろう？

このメガネは「バリ
アントール」
という、
色の見え方が体験で
きるメガネです。

人それぞれ困っているこ
と は 違 い ま す 。参 加 者 に
は、だれもが生活しやすく
するためにはどうすれば
良いのかを考えることに
重点をおいています。

※1 ふくし出前講座とは、
津市社協職員や地域で活躍されているボランティアが各会場へ出向き、
小学
生から高齢者までの幅広い地域住民を対象に、
体験や出会いを通じて自分と違う立場の人と認め
あい、人の気持ちに共感できる力・おもいやりの心など、
「ともに生きる力」を身につけることを
目的として行うものです。
※2 ユニバーサルデザインとは、
「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。
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市 内各地域で
敬 老行事が
行 われています
津市内では、
各地域で多年にわたり地域社会に貢献してみえる高齢者を敬愛し、
その長寿をお祝
いするとともに、
高齢者を大切にする心を育むことを目的として敬老行事が行われています。
敬老行事は、津市が津市社協を通じて各地区社協に交付金を交付し、地区社協は、地域の実
情や特性に応じた敬老行事を企画・運営しており、三者の連携と協働によって実施されてい
ます。
敬老行事の内容は、式典や演芸会、作品展示、健康づくり事業、親睦会、イベントのほか、敬老
慰問や記念品の配布など、地域によってさまざまです。そして健康づくりや介護予防の啓発の
機会にもなっています。
今年度の津市の敬老事業対象者は、７０歳以上の方５９,１２４人となっています。いつまでも
お元気で、御壮健に御活躍されますようお祈り申し上げます。
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あったかい地域づくり

地域の福祉活動紹介
津市内では、
住みやすい地域づくりを自分たちで行っている団体がたくさんあります
地域で取り組まれている福祉活動をピックアップして紹介します

津

新町地区社会福祉協議会

〜しんまち・出会いのまち・笑顔のまち〜
毎年開催する「しんまち夏まつり」は、住民参加型イベ
ントとして、子どもから高齢者までさまざまな人が参加
しています。
このまつりは、地域住民がふれあい、老若男女が顔見知
りになり、話しあいができる場づくりを目的として、自治
会をはじめ、地域の小学校や中学校、P TA、病院などにも
協力をいただいています。なかでも、P TAを中心に若い
方々が設営から運営まで積極的に取り組んでおり、地域のさらなるエネルギーを感じる瞬間で
もあります。
今年は、１,０００人を超える来場者があり、イベントを楽しみながらふれあい、終始笑顔で
いっぱいのまつりとなりました。
当日はもちろんのこと、準備の段階から話しあいを重ね、それぞれの立場から地域の活性化
を目指す姿は、このまつりの目的を達成できているのではないかと自負しています。
また、今後も、地域の中で世代間のふれあいがより活発になるように取り組んでいきます。

河芸

上野地区社会福祉協議会

みんなで大漁！立て干し網大会

〜人と地域の絆づくりを目指して〜

地域の方々が誰でも楽しめる、
上野地区の地域性を活か
した行事をしたいと考えたのが活動のきっかけです。
子ど
もたちの思い出づくりと大人たちの交流の場を作ること
で
「住んでよかった街＝上野地区」
になるのではないかと
思い、
平成１８年から毎年、
この立て干し網大会を行ってい
ます。
今年は、
７月２７日に開催し、
４０４人の方々に御参加
いただきました。
屋外の事業ですので、
天候や潮の満ち引
きには悩まされますが、
小さな子どもが捕った魚を嬉しそ
うに両親に見せている光景を見ると、
この活動の成果を実感します。
何年か後に子どもたちが社会
の担い手になったとき、
この立て干し網大会を思い出し、
地域の元気の源になる活動や事業をして
くれればと思っています。
今後も、
高齢者や障がい者の方々にも楽しんでもらえるよう工夫や配慮をし、
地域の住民だれも
が楽しめる事業を目指していきます。
そしてこの事業を通じて、
「だれもが安心して暮らせる街づく
り」
の一助を担っていきたいと考えています。
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介護予防
教室日程
元気な人が介護が必要な状態にならないように、
また、
介護が必要な人でもできるだけ機能
を維持・改善できるように介護予防教室を実施しています。
ぜひ、
御参加ください。

●転倒予防教室
日

程

場所

内

容

10月23日(木）10：00〜11：30
10月31日(金）13：00〜14：30

津
芸濃

転倒予防体操・講話「栄養と生活習慣病」
3B体操

11月21日(金）10：00〜12：00
11月27日(木）10：00〜11：30

白山
津

いきいき体操・講話「介護予防」
転倒予防体操・講話「くすりのお話」

12月 3日(水) 10：00〜11：30
12月25日(木）10：00〜11：30

安濃
津

3B体操で健康づくり
転倒予防体操・講話「転ばないからだづくり」

●認知症予防教室
日

程

場所

内

容

10月10日(金）10：00〜11：30

津

11月14日(金）10：00〜11：30
11月19日(水）13：30〜15：00

津
久居

運動で認知症予防・手描きカレンダーづくり
レクリエーションで認知症予防

12月11日(木）10：00〜11：30
12月12日(金）10：00〜11：30

美里
津

認知症予防のためのレクリエーション
チャレンジ 水彩画 絵手紙で年賀状を作ろう！・手描きカレンダーづくり

手先を使って脳を刺激 指編み・手描きカレンダーづくり

●家族介護教室
日

程

10月17日(金）10：00〜11：30
10月28日(火） 9：30〜11：30

場所
津
安濃

内

容

介護者のためのリフレッシュヨガ
アロママッサージでリラックス

11月12日(水）13：30〜15：00 香良洲 アロマでリフレッシュ
12月 9日(火）14：00〜15：30

一志

認知症についてのお話

●事前に申込みが必要です。
詳しくは各教室の開催支部へお問合わせください。
●転倒予防教室の10/23
（津）
・11/27
（津）
は要約筆記、
12/25
（津）
は手話通訳の方がつきます。

三重県社協からのお知らせ

『福祉・介護の職場体験』参加者募集 『介護職員初任者研修』の受講生募集
◆対 象 者…福祉の仕事に関心のある方（学生可）
◆体 験 先…県内福祉施設（高齢者、障がい者、児童）
◆体 験 期 間…平成26年5月〜平成27年2月
お1人2日以上10日以内
◆体 験 時 間…1日概ね6時間から8時間
◆参 加 費…無料 ただし、交通費、昼食代などは自己負担です。
【申込み・問合わせ先】 三重県社会福祉協議会 福祉人材センター
職場体験担当 TEL059-227-5160

（旧ホームヘルパー2級）

◆研修期間…平成26年11月17日〜平成27年1月30日
◆応募要件…離職者等を対象に、三重県在住65歳未満の方
◆募集定員…39名（応募者多数の場合は）抽選
◆募集期間…10月1日〜10月30日（必着）
◆受 講 料…無料（教材費は実費負担）
【申込み・問合わせ先】三重県社会福祉協議会
福祉研修人材部 TEL059-227-5160
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津市社会福祉協議会への御寄附ありがとうございました
平成26年5月16日〜平成26年8月15日
寄附金

物

品

御芳名

御芳名

・津音頭保存会 鳥山千賀子 様

・白

米

松田 忠正 様

・有限会社 松田産業
代表取締役 松田 卓弥 様

・紙オムツ

草深 和久 様

合計

68,150 円
その他物品

お寄せいただいた御芳志は、社会福祉事業のため有効に活用させていただき
ます。厚くお礼申しあげます。
※御寄附いただいた個人の方は確定申告によって、所得税法上の寄附金控除
が受けられます。
（限度内）
※御寄附いただいた法人は確定申告によって、法人税法上の損金算入ができ
ます。
（限度内）

心配ごと相談所のお知らせ
弁護士相談

※都合により、
日程など変更することがありますので、
御了承ください。

10 月 １日（津 支 部）

８日（久居支部） 15 日（河芸支部） 22 日（津 支 部） 29 日（香良洲支部）

11 月 ５日（津 支 部） 12 日（久居支部） 19 日（一志支部） 26 日（美杉支部）
12 月 ３日（津 支 部） 10 日（久居支部） 17 日（美里支部） 24 日（白山支部）
各会場とも毎週水曜日、午後1時30分から午後3時30分まで開設します。
1回6名までの1人約20分の予約制で、各支部で開設月の3か月前から受け付けます。
【お詫び】前回夏号にて、上記2行の文章の記載漏れがありました。深くお詫び申し上げます。

専門相談 ( 津支部 )

＊ただし、
祝日・年末年始を除く

予約不要で、午後1時から午後4時まで開設します。
（受付は
午後3時まで）正午から整理券を配布します。
（元公証人によ
る相談は先着7名、司法書士による相談は先着10名）

相談日

相談員

場所

法律相談

第2・4火曜日

元公証人

相続・贈与など

第2土曜日

司法書士

津センター
パレス3階

内容

※お車でセンターパレスにお越しの際、津市営フェニックス通り及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。
ブログも開設しています！

発行・編集

社会福祉法人 津市社会福祉協議会

URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp
E-mail:shakyo@tsu-shakyo.or.jp

〒514−0027 津市大門7−15 津センターパレス3階 TEL（059）213−7111 FAX（059）224−6067
059-246-1165】

本 部・津 支 部 【本部直通電話
久 居 支 部

〒514−1136 津市久居東鷹跡町20ー2
TEL（059）256−1202 FAX（059）255−6288

香良洲支部

〒514−0314 津市香良洲町2167
TEL（059）292−7711 FAX（059）292−7712

河 芸 支 部

〒510−0314 津市河芸町浜田868
TEL（059）245−8888 FAX（059）245−8890

一 志 支 部

〒515−2521 津市一志町井関1792
TEL（059）295−0066 FAX（059）295−0117

芸 濃 支 部

〒514−2211 津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265−4531 FAX（059）265−4950

白 山 支 部

〒515−2603 津市白山町川口892
TEL（059）262−7029 FAX（059）262−6520

美 里 支 部

〒514−2113 津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279−3366 FAX（059）279−3387

美 杉 支 部

〒515−3531 津市美杉町奥津929
TEL（059）274−0023 FAX（059）274−0024

安 濃 支 部

〒514−2326 津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268−5804 FAX（059）267−0800
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