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「社協」は、社会福祉協議会の略称です
令和元年10月1日

再生紙を使用しています再生紙を使用しています

令和元年10月1日

　市内のさまざまな福祉活動に活用される共同募金。
　例えば「子育て支援」、「高齢者の介護予防」、「障がい者の
交流活動」、「福祉教育の推進」、災害が起きたときの「災害
支援金」としても使われます。
　私たちのまちの支え合いの文化である共同募金に、今年も
御協力をよろしくお願いいたします。

令和元年10月1日～12月31日

赤い羽根共同募金運動に
御協力をお願いします！

津市共同募金委員会
からのお知らせ

津市共同募金委員会
からのお知らせ

「つ社協だより」は、共同募金配分金を財源の一部として発行しています。

フェイスブック
も見てね！

赤い羽根共同募金は、
地域の福祉活動に使われます。
赤い羽根共同募金は、
地域の福祉活動に使われます。 津市社会福祉協議会

令和2年度採用 正規職員募集
令和２年４月１日採用職員を募集します。
募集内容等の詳細は、本会ホームページに
掲載予定ですので、御覧ください。



2

津市社協では、各地域で行われる行事に、
津市社協や赤い羽根共同募金の啓発で
参加しているよ！
会場によっては、ゲームなども開催し
ているから、ぜひ遊びにきてコロン！

イベ
ント
MA
Pマッ

プ

ブース内では、子どもたち
を対象にしたオリジナル缶
バッジづくりなどを行い
ます。

★津まつり★
（津お城西公園会場）

10/13（日）
津津

昨年は、ストラップづくり
や脳トレ、提供用食料の募
集などを行いました。
今年の内容はお楽しみに！

芸濃芸濃

★けんこう・ふくし＠ふれあいまつり★
（津市芸濃総合支所）

11/23（土）

ゲームコーナーなどの設置
や、イエロースマイルプロ
ジェクト事業の啓発を行い
ます。

★みすぎ秋まつり★
（津市美杉総合支所）

11/3（日） 美杉美杉

ゲームやボランティア活動
紹介などを行います。

★一志町ふれあいまつり★
（津市一志総合支所駐車場）

11/10（日） 一志一志

介護用品の展示やふくし子
育てブースを出展し、ゲーム
やオリジナル缶バッジづくり
を行います。

★ふれ愛フェスタin白山★
（津市白山総合文化センター）

10/27（日） 白山白山

オリジナル缶バッジづくり
などを行います。

★第2回雲出防災フェア★
（津市雲出市民センター）

12/1（日） 津津

赤い羽根共同募金の啓発
コーナーを設置します。

★カムカムフェスタ2019★
（河芸第２グラウンド南駐車場）

11/10（日）
河芸河芸

子どもたちを対象にした
ゲームと赤い羽根共同募金
の呼びかけを行います。

★久居まつり★
（久居二ノ町商店街周辺）

10/27（日） 久居久居
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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。

※いずれの教室も、事前に申込みが必要です。詳しくは各教室の開催支部までお問合わせください。

●要約筆記（10/24・11/28・12/26の10：00～11：00のみ実施）が必要な方は、事前にお申込みください。

10月 4 日（金） 13：30～15：00 津市サンデルタ香良洲（香良洲）3B体操

10月24日（木） 10：00～11：00 津センターパレス地下1階（津）講話「お口の体操」転倒予防体操

10月24日（木） 11：15～12：15 津センターパレス地下1階（津）講話「お口の体操」転倒予防体操

11月28日（木） 10：00～11：00 津センターパレス地下1階（津）講話「骨粗しょう症予防について」転倒予防体操

11月28日（木） 11：15～12：15 津センターパレス地下1階（津）講話「骨粗しょう症予防について」転倒予防体操

場　所（開催支部） 内　容日　程

11月29日（金） 13：30～15：00 津市芸濃庁舎（芸濃） 3B体操

12月 4 日（水） 10：00～11：30 津市白山保健福祉センター（白山） 転倒しにくい体づくりについて

12月26日（木） 10：00～11：00 津センターパレス地下1階（津）講話「からだを積極的に動かしましょう」転倒予防体操

12月26日（木） 11：15～12：15 津センターパレス地下1階（津）講話「からだを積極的に動かしましょう」転倒予防体操

転
倒
予
防
教
室

10月11日（金） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）音楽療法で認知症予防

10月29日（火） 13：30～15：00 津市とことめの里一志（一志）

11月 6 日（水） 10：00～11：30 津市美里社会福祉センター（美里） 歌と体操で防ごう認知症

場　所（開催支部） 内　容日　程

11月 8 日（金） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）チャレンジ絵手紙！

12月 9 日（月） 13：30～15：00 津市河芸ほほえみセンター（河芸） 音楽療法

12月13日（金） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）楽しい毛筆で認知症予防

認
知
症
予
防
教
室

10月15日（火） 10：00～11：30 津センターパレス3階（津）アロマでリラックスしましょう！

11月28日（木）  9 ：30～12：30 津市久居公民館（久居） 簡単にできる介護食調理

12月 5 日（木） 13：30～15：00 津市美杉高齢者生活福祉センター（美杉） 癒しのアロマ（ハンドマッサージ）

場　所（開催支部） 内　容日　程家
族
介
護
教
室

あれ？これってもしかして？？認知症かも

◀みんなで協力して作った作品

　そんな声から立ち上がったふれあい・いきいき
サロンがいくつかあります。その中のひとつでは、
月１回程度食育を学びながら、子どもだけでなく、
大人も高齢者もハンディキャップがある人も、みんな
が集まってお誕生会や季節行事で楽しもうと、地域の
みなさんで活動しておられます。
　多世代で集まることができるサロン。そこには
顔の見える関係があり、防犯、防災にも強い地域
づくりの拠点となっています。

　高齢者や障がい者、子育て中の親子など、だれもが
楽しく気軽に参加できる「地域の居場所」です。
　津市社会福祉協議会では、そんなサロン活動を応援
しており、立ち上げ相談や活動支援助成事業を行っ
ています。

見えた！ひろがる地域福祉活動
～地域の居場所、ふれあい・いきいきサロン～

「地域の子どもたちが心配」

ふれあい・いきいきサロンってなに？
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※地域福祉の収入の一部に寄与することを目的とし、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。

津市白山市民会館
（津市白山町川口８９２）
津市久居公民館
（津市久居元町２３５４）

10 10
11 14

https://hi-med.jp/

心配ごと相談（無料）のお知らせ心配ごと相談（無料）のお知らせ
※都合により、日程などを変更することがありますので、御了承ください。また、祝日・年末年始は開設しません。
※お車で津センターパレスにお越しの際、津市営駐車場及び民間駐車場を御利用の場合は有料となります。

予約制で、1回6名までの1名おおむね20分、各支部で開設日の3か月前から開設日前日の正午
まで受け付けますので、各支部窓口までお申込みください（電話予約不可）。

10月
11月
12月

2 日
6 日
4日

（津 支 部）

（津 支 部）

（津 支 部）

9日
13 日
11 日

（久居支部）

（久居支部）

（久居支部）

16 日
20 日
18 日

（河芸支部）

（美里支部）

（芸濃支部）

23 日
27 日
25 日

（美杉支部）

（一志支部）

（白山支部）

30 日（津 支 部）

内　容
相続・贈与・土地問題など 第2土曜日

相談日
津センター
パレス3階
（津支部）遺言書、遺産分割協議書の作成など 第1金曜日

司法書士（2名）
相談員

行政書士（1名）

先着18名
受付人数 場　所

先着 9 名

予約不要で、１名おおむね20分、 当日の正午から午後2時まで受け付けます（整理券を先着順で配布）。

弁護士相談（予約制）各会場とも、開設時間は午後1時30分から午後3時30分までです。

専門相談 (先着順 ) 開設時間は午後１時から午後４時までです。

御寄附ありがとうございました（令和元年6月16日～令和元年8月15日）

寄附金
御　芳　名

●日高　晃 様　  ●長谷川　昇 様

※御了承いただいた方のみ順不同で掲載しています。

合計 円53,000

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編集・発行

〒514－0027  津市大門7－15 津センターパレス3階
TEL（059）246－1165　FAX（059）224－6067本 部
〒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津 支 部
〒514－1136  津市久居東鷹跡町20ー2
TEL（059）256－1202　FAX（059）255－6288久 居 支 部
〒510－0314  津市河芸町浜田868
TEL（059）245－8888　FAX（059）245－8890河 芸 支 部
〒514－2211  津市芸濃町椋本6141ー1
TEL（059）265－4531　FAX（059）265－4950芸 濃 支 部
〒514－2113  津市美里町三郷46ー3
TEL（059）279－3366　FAX（059）279－3387美 里 支 部

〒514－2326  津市安濃町東観音寺418
TEL（059）268－5804　FAX（059）267－0800安 濃 支 部
〒514－0314  津市香良洲町2167
TEL（059）292－7711　FAX（059）292－7712香良洲支部
〒515－2521  津市一志町井関1792
TEL（059）295－0066　FAX（059）295－0117一 志 支 部
〒515－2603  津市白山町川口892
TEL（059）262－7029　FAX（059）262－6520白 山 支 部
〒515－3531  津市美杉町奥津929
TEL（059）274－0023　FAX（059）274－0024美 杉 支 部

フェイスブックも見てね！

●お手玉　ふれあい長寿津・井村屋グループ株式会社 様

物　品 御　芳　名
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