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●無料相談会●
奇数月の第3金曜日の午後

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

（久居）誠之地区社協～ふれあい事業もちつき大会～（久居）誠之地区社協～ふれあい事業もちつき大会～

つ社協だよりは共同募金
配分金を財源の一部とし

発行しています。
再生紙を使用しています。

月給/170,000円、時間/8:30～17:15
資格/普通自動車免許、勤務地/白山支部■介護員
月給/215,000円、時間/8:30～17:15
資格/介護支援専門員、勤務地/美杉支部■介護支援専門員

日給/8,840円、時間/17:00～翌8:45
勤務地/美杉支部■生活支援ハウス宿直員

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 総務課 ☎059-246-1165問合せ先

臨時職員募集！！

パート職員募集！！

※その他詳細については、面接時に相談
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『赤い羽根共同募金運動』
御協力ありがとうございました
『赤い羽根共同募金運動』
御協力ありがとうございました
　平成２６年１０月１日～１２月３１日の期間に市
内全域で実施しておりました赤い羽根共同募金運動
に、御理解・御協力をいただきましてありがとうござ
いました。心よりお礼申し上げます。
　お寄せいただきました募金は、平成２7年度に津市
内で行われるさまざまな福祉事業や、三重県内の福祉

施設、福祉団体活動のた
めに活用されます。
　今後とも、あたたかい
御理解と御支援をよろしくお願いいたします。

※募金額の実績は次号にて報告させていただきます。

2015年  年頭所感

　みなさまにおかれましては、輝かしい新年をお迎えのことと心から

お慶び申し上げます。

　旧年中は、本会の事業推進に対しまして、深い御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

　さて、津市社会福祉協議会が合併後１０年目を迎えた今日、少子高齢化の急速な進展や核家族化、

さらに情報化・価値観の多様化などにより、その基礎構造が大きく変容し、福祉を取り巻く環境は

目まぐるしく変化しています。

　特に地域社会とのつながりや人と人との関係が希薄化し、孤独や一人暮らし高齢者世帯の増加、

また、経済状況の悪化や雇用の不安定化が進み生活困窮者の増大など、さまざまな問題を引き起

こしており、従来の社会保障・社会福祉制度の枠組みだけでは対応することが困難な、新たな地域

の福祉課題が生じてきています。

　このような中、本会におきましては、昨年策定しました「第２次津市地域福祉活動計画」を基本に、

地域福祉事業の担い手として、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進するため、地区社会福祉協

議会をはじめ民生委員・児童委員、自治会等関係機関のみなさまの御協力をいただきながら、つな

がりそして支えあえる地域福祉の仕組みづくりに取り組んでいるところであります。

　本年も明るい地域社会実現のため、本会職員一丸となり支えあう地域福祉の仕組みづくりに向け、

一層の努力をして参りますので、みなさま方の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

　末筆ながら、本年もみなさまにおかれましては幸多い年でありますように心から御祈念申し

上げまして、新年の挨拶とさせていただきます。
平成２７年元旦

新年あけましておめでとうございます

社会福祉法人 津市社会福祉協議会 会長 小渕　徹夫
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平成２６年4月1日に入社し、9か月が経過しま
した。仕事への思い、これからの抱負、趣味などを
聞いてみました。

①氏名　②配属　③趣味　④特技
⑤お気に入りの一言　⑥抱負など

①水谷　早英里
　（みずたに　さえり）
②河芸支部
③料理、ライブに行く
　こと
④パソコンのタイピング
⑤悔いを残さず生きる

⑥４月は不安も大きかったのですが、地域
　の人と顔見知りになるにつれ、楽しいと
　いう気持ちが大きくなってきました。　
　もっと地域の人に頼ってもらえるよう
　に頑張っていきたいです。

①勝田　千晴
　（かつた　ちはる）

②一志支部

③旅行

④絵を描くこと

⑤自分らしく

⑥最初は介護の現場で働くことが不安
　でしたが、今は利用者の方と話したり
　ゲームをしたり毎日が楽しいです。利
　用者の方に気持ちよく過ごしてもら
　えるように笑顔で頑張りたいです。

社協職員
の紹介
社協職員
の紹介

①杉浦　友香
　（すぎうら　ゆか）
②津支部
③美味しいものを食べ
　に行くこと
④ひとの誕生日を覚えること
⑤継続は力なり

⑥４月は、初めての土地での仕事に不安も
　ありましたが、地域の方と関わらせてい
　ただく中で津のまちが好きになりました。
　これからも暮らしやすいまちづくりに
　貢献したいです。

①大西　啓太
　（おおにし　けいた）

②白山支部

③旅行　

④歌うこと

⑤一期一会

⑥日々利用者の方と接する中で、どのよう
　な時に喜んでもらえるか、満足してもら
　えるのか、考えながら仕事をしています。
　これからも、笑顔あふれるデイサービス
　作りを目指していきます。

①中條　香南
　（ちゅうじょう　かなみ）
②久居支部
③旅行
④文章を書くこと
⑤案ずるより産むが
　易し

⑥４月はどんな仕事だろう？と疑問符し
　かありませんでした。多少なりとも仕事
　に慣れてきた今は、目先の事だけでは
　なく、大局的に「福祉」を見れるように頑
　張りたいです。
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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

あったかい地域づくり
地域の福祉活動紹介

　見守り活動は、　原地区社会福祉協議会設立当初（平成１０
年）から重点事業として取り組んできました。平成１４年９月、
ひとり暮らし高齢者の孤独死が転機となり、自治会や老人会、
ボランティア組織が中心に、見守りチームを発足させ、ひとり
暮らし高齢者を対象に週２回程度見守り活動を行っています。
　見守り活動が地域に浸透してきたことで、訪問を心待ちに
してくれる方が多くなりました。継続的な活動の成果から絆も
深まり、会話の中でポロッと出た一言から情報を得ることも多いのですが、見守りチームだけ
では対応できない複雑な問題も増えているため、対象者と関係機関とをつなぐ役割も担って
います。
　また、見守り活動の幅が広範囲になってきたことで、活動を継続していくための見守り
チームの増員や、財源の確保といった課題もありますが、今後も　原地区の良さを大切に
しながら、「支え合い」「ふくしの心」「お互い様の気持ち」を地域住民に広め、単なる安否確認
にとどまることなく、安心して暮らせる福祉のまちづくりを推進していきたいと思って
います。

　原地区社会福祉協議会

見守りネットワーク　～ 地域で安心して暮らすために ～

久居久居久居

　村主小学校児童から「田植え・収穫体験がしたい」という声が
上がり、自治会の協力を得て、田植え・収穫体験を始めました。
　このことがきっかけとなり、自分たちで収穫したもち米を
使って「収穫祭をしよう！」と、平成１８年からもちつき交流会
を始めました。
　地域の住民みんなが交流できる場にしたいという思いから、
子どもからお年寄りまで２００名以上が参加する、毎年恒例秋
の一大イベントとして、幅広い世代間交流の場となっています。
　また、食文化の伝承という意味も込め、子どもたちに杵や臼を使った本格的なもちつきを体験
してもらうこともこの事業の特徴であります。
　平成２６年１１月には、９回目のもちつき交流会を行いました。「来年も続けてほしい！」という
地域からの声を大切にしながら、今後も地域住民の交流の場、地域の絆を深める場として実施して
いきたいと思います。

村主地区社会福祉協議会

もちつき交流会　～ 昔ながらのもちつきで地域を元気に！～

安濃安濃安濃

きね うす
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あなたの地域をのぞいてみませんか？
津市社協ホームページとブログの御案内

　本会では、つ社協だより（年５回うち臨時１回）、支部版「ぼらん津」（ボランティア情報誌）などの広報誌
とともに、福祉の情報をよりたくさんの方々へタイムリーにお届けするため、ホームページとブログを
開設しています。ぜひ、御覧ください。

津市社協ホームページ

URL:http://www.tsu-shakyo.or.jp

★1 ホームページに掲載されている内容
　介護予防教室や心配ごと相談などの各種事業日程、津市社

協の事業案内、津市ボランティアセンター登録団体や過去の

広報誌なども掲載しています。

★2 ホームページの見方
　インターネットの検索画面にて、

津市社会福祉協議会

津市社協ブログ

津市社協では、バナー広告を募集しています！

　ブログにて、津市内１０地域の情報を随時発信しています。

各地域の活動の様子や、事業開催案内なども掲載しています。

※ブログの見方は、上記★2の津市社協ホームページ

　のトップ画面下方にある「津市社協ブログ」をクリック、

　または、下記の方法で。 クリック！

クリック！

津市社会福祉協議会 ブログ

●広告掲載料・・・１枠当り月額３,０００円
　　　　　　　 （消費税及び地方消費税を含む）
●掲載位置、応募枠数・・・本会ホームページのトップページにおける
　　　　　　　  所定の位置、１社当たり１枠
●掲 載 期 間・・・３か月単位とし、１２か月を超えない期間
●申 込 期 間・・・随時受付

応募方法など詳しくは、「バナー広告について」を御確認ください。
【問合せ先】　津市社会福祉協議会　総務課　TEL ０５９-２４６-１１６５

↑ホームページのトップ画面から、各種情報を
閲覧できます。
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津市ボランティアセンター津市ボランティアセンター
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では、防災とボランティア週間  に合わせ、下記の取り組みを行いますので、

ぜひ、御参加ください。

※防災とボランティア週間とは、平成７年１月１７日に発生した「阪神・淡路大震災」を踏まえ、閣議了解
　（平成７年１２月１５日）により設けられました。災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災
　活動の普及のための講演会、講習会、展示会などの行事が全国的に実施されます。

1月15日～21日は「防災とボランティア週間」です！！1月15日～21日は「防災とボランティア週間」です！！
※

災害ボランティア街頭啓発を実施します！

　災害ボランティア活動と防災啓発のため、１月
２０日（火）午前１１時から午後１時まで、イオン
津ショッピングセンター店頭にて、街頭啓発や
パネル展示を行います。
　お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくだ
さい。

災害ボランティア活動の様子（H26.8兵庫県丹波市豪雨災害で被害のあった現場にて)

災害のとき、私たちを助けてくれるのは・・
災害ボランティア啓発研修会

　近年、地震や風水害などの自然災害における復旧・復興に向けたボランティア活動は、若い世代をはじめ幅広い
年齢層に広がりをみせています。
　災害が発生したとき、私たちの町に大きな力となる「災害ボランティア」。その支援を上手に受け入れるための
お話です。一緒に考えてみませんか？！

日 時：平成２７年１月１７日（土）１３：００～
会 場：津市美里社会福祉センター（津市美里町三郷４６－３）
対 象：災害時のボランティア活動に関心のある方（参加無料）
内 容：『ボランティアなどの支援を受け入れる受援力の重要性』
　　　講師　長野県諏訪市社会福祉協議会　
　　　　　　福祉係　指導主任　戸崎 洋子 氏
　　　　　　（災害ボランティア活動支援プロジェクト会議委員）
問合せ先：津市社会福祉協議会　地域福祉課
　　　　  TEL ０５９－２４６－１１６５　FAX ０５９－２２４－６０６７ 講師　戸崎洋子 氏

定員１０
０名

参加者
募集



　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。

介護予防
教室日程
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●転倒予防教室

 １ 月20日（火）10：00～ 転倒予防のための3B体操
寒さに負けない体つくり・転倒予防体操

日　程 内　容

●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2/26（津）は手話通訳、１/22・3/26（津）は要約筆記の方がつきます。

●認知症予防教室

●家族介護教室

 2 月26日（木）10：00～ 緊急時の転倒リスク・転倒予防体操

 3 月26日（木）10：00～ 介護予防・転倒予防体操

みんなで歌おう懐かしい歌・手描きカレンダーつくり
認知症予防レクリエーション

 １ 月 9 日（金）10：00～
 １ 月21日（水）13：30～

折り紙でお雛様つくり・手描きカレンダーつくり
音楽療法

 2 月13日（金）10：00～
 2 月23日（月）13：30～

チャレンジ水彩画・手描きカレンダーつくり
音楽療法

 3 月13日（金）10：00～
 3 月13日（金）13：30～

日　程 内　容

音楽療法・介護とうまくつきあう方法
アロマでリフレッシュ

 2 月20日（金）10：00～
 2 月20日（金）13：30～

福祉用具について １ 月13日（火）13：30～

ヨガでリフレッシュ 3 月11日（水）10：00～

日　程

場　所

美里
津

場　所

津
美杉

津

津

津
香良洲

津
河芸

白山
芸濃

久居

美杉

場　所 内　容

 １ 月22日（木）10：00～

地域福祉権利擁護事業研修会【オープン講座】地域福祉権利擁護事業研修会【オープン講座】
～後見爆発社会の到来と地域福祉権利擁護事業のあり方について～

日 時：平成２７年２月１４日（土）１３：３０～１５：４５　
場 所：津市美里社会福祉センター（津市美里町三郷４６－３）
講 師：「成年後見制度と権利擁護（予定）」　　熊田　均氏 （弁護士）
　　  「生活支援員の役割（予定）」　　　　　牧上　一成氏 （社会福祉士）
成年後見制度や権利擁護について学びたい方、興味のある方、どなたでも参加できます。
申込みは、津市社会福祉協議会　地域福祉課（２４６－１１６５）まで
締め切り　平成２７年１月３０日（金）

地域福祉権利
擁護事業とは・・・

判断能力が不十分な高齢の方や知的、精神に障がいのある方が、安心して生活を送って
いただけるよう「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する事業です。

参加者
募集



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発行・編集

〒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
【本部直通電話　059-246-1165】本部・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
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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

合計 円

その他物品
136,760

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）

平成26年8月16日～平成26年11月30日

・花井  美一 様
・（株）三重平安閣津支社 様
・裁縫ボランティアチョキチョキ会 様
・河芸町老人クラブ連合会 様
・匿名 様

寄附金
御芳名

・白　　米　 松田  忠正 様

物　品
御芳名

心配ごと相談所のお知らせ心配ごと相談所のお知らせ
※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。

※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。

弁護士相談（予約制）
1 月

2 月

3月

７日

４日

４日

（津 支 部）

（津 支 部）

（津 支 部）

14 日

18 日

11 日

（久居支部）

（久居支部）

（久居支部）

21 日

25 日

18 日

（芸濃支部）

（安濃支部）

（津 支 部）

28 日

25 日

（一志支部）

（河芸支部）

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）

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。
予約制で、1回6名までの1人約20分、各支部で開設月の3か月前から受け付けます。

＊ただし、祝日・年末年始を除く

内容

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

相談日 相談員 場所

津センター
パレス3階

専門相談 (津支部 )

ブログも開設しています！
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