
「社協」は、社会福祉協議会の略称です

「つ社協だより」は、共同募金配分金を活用し発行しています。

再生紙を使用しています再生紙を使用しています

令和4年4月1日令和4年4月1日

見えた！

ひろがる地
域福祉活

動

～職員が見
つけた地域

のつながり
～

令和4年度　津市社協会員募集中令和4年度　津市社協会員募集中
　津市社会福祉協議会は、「ささえあい　ともに生きる　地域づくり」を基本目標として、だれもが暮らしや
すい地域づくりを進めています。本会の趣旨に賛同された方からいただいた会費は、
地域のボランティア活動など、地域に根ざした社協活動をさらに充実させていく
ための貴重な原動力となりますので、御協力よろしくお願いいたします。
●賛助会員 （個　　  人） 1，000円以上
　　　　　 （団体・法人） 3，000円以上
　会員の募集は年間を通じて行っておりますので、
今年度も御協力よろしくお願いいたします。

津市社協本部・各支部で
受け付けています。

※会費は金額により、税法上の寄附金控除を受けることができる場合があります。

車いすを寄贈していただきました！
　中勢地区郵便局長会様より、車いすを2台寄贈
いただきました。
　ありがとうございました。
　大切に活用させていただきます。

NO.83NO.83

社協社協
春号春号

だよりだより

津市社会福祉協議会のホームページに
掲載していますので、ぜひ、ご覧ください！ 津市社協　生活支援コーディネーター通信

　津市内では、誰もが住み慣れた地域で高齢に
なっても暮らしていけるように、住民同士の
ちょっとした支え合い活動や介護予防につな
がる活動が行われています。



　多年にわたり社会福祉の増進にご尽力された個人や団体・企業の皆さまには、津市長と津市社会福祉協議会会長
より表彰状、感謝状を贈呈いたしました。
　顕彰を受けられました皆さま【下記掲載】おめでとうございました。
　１月27日（木）津市白山総合文化センターにて予定していました第16回津市社会福祉大会は、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、中止となりました。

社会福祉の増進にご尽力された方々に
表彰状、感謝状の贈呈をいたしました

< 市　長　表　彰 >
民生委員・児童委員功労者
（香良洲）南出 正成
社会福祉活動功労者
【保護司活動功労者】
（白山）楠原 むつみ
【遺族会活動功労者】
（久居）柴山 脩、（芸濃）古市 忠生
【ボランティア活動功労者】
（久居）髙橋 二郎

< 会　長　表　彰 >
民生委員・児童委員功労者
（津）小野 米子、山本 裕子
社会福祉活動功労者
【地区社会福祉協議会活動功労者】
（津）浅野 勝、田山 壽彦、大野 幹男、遠藤 優、小倉 敏彦
（久居）飯田 宏、（芸濃）片岡 正春、橘 法紹
（香良洲）伊藤 昭雄、藤川 雅幸、今井 快示、長谷川 信
【保護司活動功労者】
（久居）小河 清昭、前田 聰 、（美杉）向田 順子
【遺族会活動功労者】
（津）川合 斌久、（白山）廣崎 一男、（美杉）長谷川 景子
【母子父子寡婦福祉活動功労者】
（久居）渡邊 照代
【身体障がい者福祉活動功労者】
（一志）福田 　貢

【老人クラブ活動功労者】
（河芸）山岡 菊雄、（芸濃）若菜 清高
【ボランティア活動功労者】
（久居）松浦 健、（白山）松浦 美津子、今井 直毅
社会福祉活動優良団体
ふれあい長寿津、久居城下案内人の会、
津市食生活改善推進協議会 一志支部

< 市　長　感　謝 >
社会福祉事業協力援助者 
（団体・企業等） 三重友愛連絡会 津地区同盟、
岡三アセットマネジメント株式会社、吉村工業株式会社、
椋本珠算学校、株式会社前川農産、
株式会社サンゲツ中部支社三重営業課、
三重交通株式会社中勢中部営業所 あしなが ちどり、
中勢地区労働者福祉協議会、
株式会社三菱UFJ銀行 津支店兼松阪支店、夢の会
 
< 会　長　感　謝 >
社会福祉事業協力援助者
（個人）大西 喜男（明和町）
（団体・企業）第５回南郊中学校卒業生同窓会、
津ライオンズクラブ、ふれあい長寿津、
株式会社マルハン 北日本カンパニー マルハン津店

被 表 彰 者 の 方 々
（順不同・敬称略）

2

　昨年１０月１日から全国一斉に展開されました赤い羽根共同募金運動に、住民の皆さま
の温かい御理解、御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
　皆さまからお寄せいただきました募金は、令和４年度に市内の地域福祉活動や県内の社会

福祉施設・福祉団体の活動に役立てられます。また、一部は災害時支援のために備えて積み立てられます。

13,644円
児童・生徒に呼びかける募金

32,595,476円
各家庭に呼びかける募金

586,511円
店舗前や駅前などで呼びかける募金

学校募金学校募金 戸別募金戸別募金 街頭募金街頭募金

イベント募金

38,916円
行事などで呼びかける募金

2,777,352円
企業や団体に呼びかける募金 

イベント募金 法人募金法人募金

132,692円
個人からいただいた募金

1,451,842円
官公庁や企業の職員に呼びかける募金

個人募金個人募金 職域募金職域募金 その他の募金その他の募金

91,113円
募金百貨店、ＵＭＯＵプロジェクトほか 

37,687,546円
募金総額（達成率97.16％）

赤い羽根共同募金に御協力ありがとうございました。赤い羽根共同募金に御協力ありがとうございました。
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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。
　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。

※いずれの教室も事前に申込みが必要です。津は地域福祉課、その他は各支部までお問い合わせください。

●要約筆記（4/28・5/26・6/23の10：00～10：15のみ実施）が必要な方は、事前にお申込みください。

●4/15・5/20・6/17の津開催分については、上記申込日時よりお申込みください。

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

津市河芸ほほえみセンター（河芸）3B体操

場　所（開催地） 内　容日　程

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操

転
倒
予
防
教
室

 4 月28日（木） 10：00～11：00

 4 月28日（木） 11：15～12：15

 5 月26日（木） 10：00～11：00

 5 月26日（木） 11：15～12：15

 6 月 3 日（金） 13：30～15：00

 6 月23日（木） 10：00～11：00

津センターパレス地下1階（津）講話、転倒予防体操 6 月23日（木） 11：15～12：15

 4 月15日（金） 10：00～11：30

 5 月20日（金） 10：00～11：30

 5 月31日（火） 10：00～11：30

 6 月17日（金） 10：00～11：30

津センターパレス3階（津）ヨガで脳を活性化！  申込4/4（月） 9時から

津センターパレス3階（津）

津市美里社会福祉センター（美里） 寄せ植え

場　所（開催地） 内　容日　程

津センターパレス3階（津）3B体操　　　　　 申込6/3（金） 9時から

 6 月22日（水） 13：30～15：00

 6 月23日（木） 13：30～15：00

音楽療法

津市サンヒルズ安濃（安濃）音楽療法

認
知
症
予
防
教
室

認知症予防レク　　申込5/6（金） 9時から

◀日常生活で取り入れるこ
とが出来る体操や、ヨガポー
ズを教えてもらいます♪
（ヨガマットはこちらで準備
します）

3B体操（河芸）ヨガで脳を活性化！（津）
※ソーシャルディスタンスを保ちながら実施中 ※ソーシャルディスタンスを保ちながら実施中

◀写真は以前に開催した時
のものです。誰でも無理なく
楽しめる体操を今年も計画
しています。お楽しみに♪

●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）。

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付）。

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。

4月
5月
6月

6 日
11 日
1日

（　津　）
（白　山）
（河　芸）

13 日
18 日
8日

（芸　濃）
（久　居）
（一　志）

20 日
25 日
15 日

（久　居）
（　津　）
（　津　）

27 日

22 日

（　津　）

（久　居） 29 日（美　里）

専門相談は令和4年9月末をもって終了予定です。

津市美杉高齢者福祉センター（美杉）
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御寄附ありがとうございました（令和3年11月16日～令和4年2月15日）

寄附金
御　芳　名

●カヤバシステムマシナリー労働組合 様　　●河芸マジッククラブ（含む前会長の懇志） 様　　●匿名 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214,958

物　品 御　芳　名

●絵本 公益社団法人 認知症の人と家族の会 三重県支部 様   ●食品 マルハン津店 様
●食品 ソニーカスタマーサービス株式会社 細木 伸一 様　   ●介護用オムツ 匿名 様
●食品 学校法人藤田学園 藤田医科大学七栗記念病院 様　　 ●介護用オムツ 宮本 敏也 様
●食品 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社 様　　　  ●車いす 中勢地区郵便局長会 様

※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。

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp
メールアドレスはホームページで御確認ください。編集・発行

〒514－0027  津市大門7－15 津センターパレス3階

〒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

本 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

〒514－0315  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

【訂正とお詫び】
本誌、新春号（令和４年１月１日号）の御寄附に関する記事において、誤りがございました。
正しくは「第５回南郊中学卒業生同窓会 代表 奥山 貴治 様 59，125円」です。 訂正し、お詫びいたします。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、つ社協だより掲載の介護予防教室、心配ごと相談及び各事業は中止
　または延期の可能性があります。開催等については、下記の本部・各支部へお問い合わせください。

令和４年４月１日より、本部各課については直通の電話番号となり
ました。 よろしくお願いいたします。

TEL（059）213－7112　FAX（059）224－6067
総　務　課

TEL（059）213－7111　FAX（059）224－6067
地域福祉課

TEL（059）246－1165　FAX（059）224－6067
生活支援課

TEL（059）246－1166　FAX（059）224－6067
介護サービス課
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