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へ！

まで！

●無料相談会●
奇数月の第3金曜日の午後

平成27年5月15日、7月17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

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。

（資　　格）社会福祉士又は社会福祉主事任用資格
（年　　齢）59歳まで　　 （募集人数）2名
（任用期間）平成27年6月下旬から9月下旬まで（臨時職員）
　　　　　  平成27年10月上旬から28年9月下旬まで（任期付職員）
　　　　　※勤務成績により最大2回までの任期更新あり
（試 験 日）5月下旬
（申込期間）平成27年4月27日～5月15日

ふれあい・いきいきサロンです！

社会福祉法人 津市社会福祉協議会
総務課 TEL059-246-1165までお電話いただくか、
ホームページを御覧ください。 http://www.tsu-shakyo.or.jp

【任期付職員（育児休業代替）募集】
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町に愛を。胸に羽根を。
平成26年度赤い羽根共同募金運動への
御協力ありがとうございました

　全国一斉に展開していました赤い羽根共同
募金運動は、１２月３１日をもって無事終了す
ることができました。
　平成２６年度も自治会、民生委員・児童委員、
ボランティア、市内の企業、学校関係の方々など、
本当に多くのみなさまの御支援により、募金

運動を行うことができましたこと厚く御礼申し上げます。
　お寄せいただきました募金は、平成２７年度に市内の地域福祉事業や県内の福祉施設・福祉団体
への助成金として活用されます。また、募金の一部は、大規模災害時に備え積み立てられます。
　今後とも赤い羽根共同募金運動に御理解・御協力をよろしくお願いいたします。

募金総額 43,800,847円
戸別募金

35,530,717円
各家庭に呼びかける募金

街頭募金

921,513円
駅や店舗前で呼びかける募金

法人募金

5,031,006円
企業や団体に呼びかける募金

学校募金

401,571円
福祉教育の一環として学校で行う募金

職域募金

1,301,168円
官公庁や企業の職場で呼びかける募金

イベント募金

537,181円
行事等で呼びかける募金

個人募金

47,133円
個人からいただいた募金

その他の募金

30,558円
預金利息 他

内
　
訳



第９回 津市社会福祉大会を開催しました
　１月２３日（金）津市白山総合文化センター「しらさぎ
ホール」において、第９回津市社会福祉大会を津市との
共催で行いました。
　福祉関係者の方々約６００名の参加があり、多年に
わたり社会福祉の増進に尽力された個人や団体・企業
のみなさまへ、津市長と津市社会福祉協議会長から表
彰状、感謝状の贈呈を行いました。顕彰を受けられまし
た８７名、２２団体・企業のみなさま、おめでとうござ
いました。
　また、大会宣言（案）を関係者と参加者で承認し、「地域
で支えあうことの大切さを今一度認識し、人と人がつな
がる地域づくりに取り組んでいくこと」を確認しました。
　式典終了後には、記念講演として「認知症になった波平」の演題で日本福祉大学中央福祉専門学校の
渡辺哲雄先生に御講演いただき、会場からは「認知症とその予防の大切さを楽しく笑いながら聞けま
した」という声をいただきました。
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わた なべ てつ お

共同募金の使いみち共同募金の使いみち

いきいきサロンや新春福祉交流会　　美里地区社会福祉協議会

福祉運動会
一志地区社会福祉協議会

ちびっこ魚つかみ大会
白山地区社会福祉協議会

美里
地域

白山
地域

一志
地域

※赤い羽根共同募金は、これらの事業の他にもたくさんの事業に使われています。
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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

　地区の高齢者から「健康に暮らしていける、健康も維
持できる、また人と人との交流によって心のゆとりが
持てる、そんな居場所をつくりたい」との声があがり
「元気高齢者づくり」が始まりました。この事業の一環
で、多くの高齢者が楽しく気軽に参加できる居場所とし
てサロン活動が定着してきました。
　昨年、民生委員と、サロン代表の協力のもと６か所のサロ
ンが一同に集まりサロン交流会を開催しました。交流会で
は、健康増進を目的にスカットボール大会を実施したり、「みの吉一座」さんを招いて観劇を楽し
んだりしました。各交流会には１５０名程の高齢者が集まり、終始笑いが絶えず、大好評を得ました。
　これからも健康維持、仲間づくりができるサロンに多くの住民の方に参加いただき、安心して
暮らし続けられるまち、白塚を作っていきたいと思っています。

白塚地区社会福祉協議会

「元気高齢者づくり」 ～ “元気なまち”は“健康に過ごせるまち”

津津津

　平成１７年４月に一志地区社会福祉協議会が設立し、
「地域住民自らが福祉活動を行う」という理念のもと、
地域のみなさまの声を大切にしながら事業活動を進め
ています。
　地域の子育ての応援として、子育て支援事業にも力を
入れ、就学前の子どもには「リトミック」「3B体操」「音あ
そび」などの教室を企画し、子どもの感性を引き出し、親
子で楽しく触れ合う時間を大切にしています。
　また、就学中の子どもには、クリスマスケーキづくり、バレンタイン作戦、恵方巻きづくりなどの
「親子料理教室」を企画し、県内高等学校のみなさんを講師に迎えて御家庭で出来る料理づくりを
楽しんでいただいています。
　今後も、地域のみなさまの力強い御意見・御支援をいただきながら、地域の絆を深める交流が
より活発になるように「地域の子育て応援隊」として取り組んでいきたいと思います。

一志地区社会福祉協議会

「子育て支援事業」 ～ 地域で子育て応援！！～

一志一志一志

※リトミック・・・フランス語で良いリズムという意味。音楽で楽しく遊びながら、親子で楽しくコミュニケーションをとります。
※３Ｂ体操・・・ボール・ベル・ベルターという３つの手具を使い、音楽に合わせて身体を動かしたり、ダンスをしたりする健康体操。

※※
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津

　津栗真小川地区で開催している「小川よっといで～」は、元気
いっぱいのサロンです。発足して４年半になりました。
　毎日行っている朝のラジオ体操、夕方のウオーキング、月４回
のふれあい・いきいきサロン、その他にも季節の行事などにぎやか
に開催しています。
　歩こう会では、避難所まで歩いて防災意識の啓発につなげたり、
人気の料理教室では、地域の方から餅米や野菜を提供していた
だき、地域の協力やささえあいのもとサロンを開催しています。
　サロンの運営は、地区社協、自治会、民生委員、老人会などの協力のもと、運営委員会を開催し、アイ
デアを出し合い行事の計画や活動を行っています。
　参加者の感想として、友達が増えた、元気がでる、よく笑う、近くなので出やすい、健康のために
参加しているなどの声が聞かれます。
　これからもサロンと地域がつながり、ささえあっていける地域づくりを目指していきます。

「ささえあい・ともに生きる地域づくり」を
目指して  小川よっといで ～

白山

　和知野地区は、別荘地として売り出された地区で、大半は定年退
職して移住された高齢者世帯が多い地区でもあります。
　サロン「茶和会」は、普段住民同士の交流も少なく、顔の知らない
人もいるこの地区で、みんなで気軽におしゃべりして楽しい時間
を過ごせる場所があればという思いでスタートしました。
　開始して2年、月2回のサロンを楽しみに来てくれる人も多く、
スタッフや参加者に男性が多いのが自慢で、なにげない話に笑顔
があふれ、野菜づくりや地域に密着した話題、病院、健康などの情報
交換の場にもなっており、安心した生活につながっています。
　これからも、地域の行事や回覧版・掲示板を利用したＰＲを強化し、初めてでも気軽に参加できる
サロンにしていきます。季節に合わせた行事はもちろん、今後誰もが知りたい介護保険のことや健康
のこと、家族が認知症になったらなど、みんなで考える福祉を知る機会として、より楽しく安心へつな
げられるサロン、またスタッフも楽しめるサロンづくりを目指していきます。

　「ふれあい・いきいきサロン」は、高齢者や障がい者、子育て中の親子など、
誰もが楽しく気軽に参加できる「地域の居場所」です。
　平成27年2月25日（水）に、サロンに携わる方々約130名が集まり、交流を
図りました。その中で、「小川よっといで～」「和知野サロン茶和会」の2つ
のサロンの取り組みが発表されました。

こ　　がわ

楽しく安心して暮らし続けられるまち　和知野
わ ち の

サロン交流会サロン交流会平成26年度 ふれあい
いきいき

ふれあい
いきいき
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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は、「市民のみなさんにとって身近なセンターでありたい」という思いで、
あなたのボランティア活動をサポートします。

●ボランティアセンター運営事業・・・ボランティアに関する相談の受付や紹介などを行います。
●ボランティア交流会・・・ボランティア同士がお互いの関係性を深め、情報交換を行うための
　　　　　　　　　　　 交流会を開催します。

●ボランティアスクール・・・ボランティア育成・推進のための講座を行います。（日程などの詳細は各センターまで）
●ボランティア情報誌発行・・・地域のボランティア情報をお届けします。（ボランティア情報は、津市社協ホーム    
　　　　　　　　　　　　　　ページやブログなどにも随時掲載しますので御覧ください）

※その他、第２次津市地域福祉活動計画の重点事業でもあります「災害ボランティアの育成」を中心に、災害

　ボランティアセンター運営の基盤整備などに取り組みます。

平成27年度事業紹介

平成26年度各事業の様子

平成27年度ボランティア活動保険の加入・更新はされましたか？

【ボランティアスクール】

　ボランティア活動保険は、活動中のさまざまな事故によるケガや賠償責任を補償し

ます。安心してボランティア活動をするためにも、ぜひ加入・更新されることをお勧め

します。（※平成２６年度ボランティア活動保険の補償期間は、平成２７年３月３１日

までです。４月１日以降は、新たに加入が必要です。）

　詳しくは、津市ボランティアセンター（津市社協各支部）まで、気軽にお問合わせく

ださい。

【ボランティア交流会】

ボランティアをしたい人、
興味がある人あつまれ～

【各センターで発行される情報誌】

　ベテランのボラ
ンティアからは活動
を継続していくため
の秘訣についてお話
しがありました。
　ま た 、ボ ラ ン
ティアセンターと
しても、貴重な御意
見を聞かせていた
だきました。

　傾聴、子育て
支援、初めての
ボランティア
講座など、各地
域の実情に応
じて、さまざま
な講座を開催
しました。

美里

美杉

久居

香良洲



　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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●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4/23（津）は手話通訳、5/28・6/25（津）は要約筆記の方がつきます。

▲転倒予防教室【
３B体操】

▲家族介護教室【福
祉用具の説明】

●転倒予防教室

4月23日(木） 10：00～11：30 津（センターパレス地下1階） 転ばないからだづくり①、転倒予防体操

津（センターパレス地下1階） 高齢者の交通安全講話、転倒予防体操6月25日(木) 10：00～11：30
河芸（ほほえみセンター） 体操～マイナス5歳の軽やかボディ！～6月 8 日(月) 13：30～15：00

日　程 場 所

●認知症予防教室

●家族介護教室

4月10日(金） 10：00～11：30 津（センターパレス3階）

津（センターパレス3階）

認知症予防講話、カレンダーつくり

クラフト小物入れつくり、カレンダーつくり5月 8 日(金） 10：00～11：30

津（センターパレス3階）
一志（高岡公民館）

ヨガで認知症予防、カレンダーつくり
認知症・・・「あなたは大丈夫？」

6月12日(金） 10：00～11：30
6月24日(水） 10：00～11：30

日　程 場 所

津（センターパレス3階）楽らく介護で安心介護4月21日(火） 10：00～11：30

白山（白山保健福祉センター） アロマでリフレッシュ☆心も体も元気にいきいきと！5月29日(金） 10：00～12：00

美里（美里社会福祉センター） 寄せ植え教室6月10日(水） 10：00～11：30
美杉（美杉高齢者生活福祉センター） いやしのヨガ6月10日(水） 10：00～11：30

日　程 場 所

内　容

内　容

内　容

5月20日(水） 10：00～11：30 一志（高岡公民館）
津（センターパレス地下1階）

はじめての3B体操
「悪質商法にだまされるもんか」、転倒予防体操5月28日(木） 10：00～11：30



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
240,330

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12月1日～平成27年2月15日

・津商工会議所女性会 様
・スポーツプラザマツダ（有）松田産業 様
・四五六会　会長　田口定男 様
・花井美一 様
・榊原食事ボランティア　代表　宮口サト子 様
・河芸マジックサークル 様

寄附金
御芳名

・タオル　おぼろタオル株式会社 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）
4 月

5 月

6月

１日

13 日

3 日

（津 支 部）

（津 支 部）

（津 支 部）

８日

20 日

10 日

（久居支部）

（久居支部）

（久居支部）

15 日

27 日

17 日

（河芸支部）

（一志支部）

（芸濃支部）

22 日

24 日

（白山支部）

（美杉支部）

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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