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亀山市の福祉指数（平成29年3月１日現在）

市総人口　49,662人　 65歳以上の人口 12,806人（男性 5,694人 女性 7,112人）

世帯数　20,662世帯　 18歳以下の人口   8,932人（男性 4,589人 女性 4,343人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.8％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

発行 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 〒519‒0164 亀山市羽若町545番地 市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578　URL http://kameyama-shakyo.or.jp　facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
社協だよりは市民の皆様からいただいている会費で発刊しています。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

～生活困窮者自立支援事業の今～

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２8年12月１日～平成２9年2月28日まで）

櫻井　潤一様、亀山市ボランティア連絡協議会様、鈴鹿農業協同組合様、在宅福祉ネットワーク愛里寿様、　
亀の会様、趣味の会様、古河電気工業労働組合三重支部様、三重県遊技業協同組合亀山支部様、阿久根　保子様、
亀山市立白川小学校PTA会長廣森智哉様、　城北ナイスフレンズH29チャリティカラオケ大会様、横山　正様
お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。厚くお礼申し上げます。

●元公証人（弁護士）による法律相談および心配ごと相談をご利用ください●元公証人（弁護士）による法律相談および心配ごと相談をご利用ください

●NEW FACE ～新しいボランティア団体を紹介します～●NEW FACE ～新しいボランティア団体を紹介します～

　　Facebook 100いいね！ 達成　　Facebook 100いいね！ 達成

亀山社協

亀山市ベビーマッサージあかちゃんはーい

クリック

◆公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から、法務大臣が任命する法律の専門家です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、相談援助の豊富な経験を有する方です。

相 談 名 元公証人（弁護士）による法律相談 心配ごと相談

相 談 日 時 毎月第２、４金曜日　午後１時～３時

相 談 内 容 相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律相談 生活上のあらゆる心配ごと、困りごと

場 所 あいあい１階　個別相談室 あいあい１階　相談室２

申 込 等 原則予約制ですが、当日申込可。費用は無料です。

亀山市ベビーマッサージ教室　
あかちゃんはーい
　ベビーマッサージを通して子育て中の親子のつ
ながり作りを目的に活動しています。スタートし
たばかりのグループで、お一人でも安心して参加
できます。

【活動内容】
日　時　毎月第1、第3火曜日　10：00～11：20
場　所　亀山市市民協働センターみらい　2階和室
対象者　生後2か月～1歳頃の赤ちゃんとママ
参加費　700円（初回500円） 問い合わせ先：亀山市ボランティアセンター　0595-82-7985

詳しい内容は…

メンバー募集中

代表　柳 圭衣子さん

Thank you!
Thank you!
Thank you!

これからも色々な情報を発信していきます

かめやま
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大丈夫、一緒に歩こう
～生活困窮者自立支援事業の今～

相談実績

　平成27年４月に生活困窮者自立支援事業が始まり、２年が経ちました。全国一斉に
スタートした、この事業の今をお伝えします。

生活困窮者自立支援事業とは？
　様々な事情を抱え、失業や債務の返済など、生活にお困りの方がいろいろな内容を
一つの窓口で相談できる、ワンストップ型の支援を特徴としています。例えば…

　一人で悩まず一緒に考えましょう。
問題に真摯に向き合い諦めずに関
わっていく事で出口が見えることも
あります。思い悩まず、来所いただ
ければと思います。相談に来ること
が難しい場合はこちらから出向きま
すので、安心して連絡ください。

問い合せ先 0595-82-7985
主任相談支援員
濵北　幸晴

相談支援員兼就労支援員
小林　香奈

※Ｈ２９年２月末現在

　市教育委員会では生活困窮者自立支援事業の

一環として児童生徒が自らの能力を伸ばし、社

会で自立して生きていく力を身に付けることを

目的とし、中学生を対象とした学習支援の取組

みを行っています。市内３中学校区において、

教員ＯＢ、大学生、地域の方などが協力してい

ます。

　学習支援は生徒と先生が１対１の個別指導で

す。受講生からは「１対１で、聞きたいことを

すぐその場で聞ける」「先生たちが楽しく勉強

学習支援に関する問い合せ先
亀山市教育委員会学校教育室
0595-84-5075

28才　男性
・無職
・身寄り無く社会的孤立
・借金、滞納あり
・ライフライン停止

Ａさんの
自立への道のり

生活 
支援

・3週間分の緊急食糧
・緊急小口資金10万円貸付
・税金の納付相談に同行

就労    
支援

・ハローワークでの雇用
　保険受給申請手続き
・就職活動のサポート

・就職先の支援機関へ
　支援の引き継ぎを依頼製造業の正社員に

採用決定！

平成27年４月～平成29年２月末　　総人数235名
相談者の年齢、階層は様々で、相談内容も多岐に渡っています。

未来ある子どもたちへ
― 学習支援 ―

を教えてくれる」との声があり、地域全体で

力強く、生徒をサポートしています。

一緒に
問題解決に向けて
計画を立てます。

ハローワークなどの
支援機関に同行するなど
就労のお手伝いをします。

借金問題や家計・
消費生活に関する
相談に応じます。

貯金もなくなり、何とか
しないと…と思っていた。
でも、誰にも相談できず、
途方にくれていた。

　

50～60代
38％

10～20代
12％

70代～
13％

30～40代
38％

その他
(病人、

失業者等)
42％

障がい者
20％

高齢者
19％

外国人 
10％

母子家庭
9％

相談者の
年代別構成

相談者の区分
（重複あり）
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サロン活動推進助成事業
　地域住民、ボランティア等が主体となって高齢者や子育て中の親子等の外出の機会の提供および仲間づ
くりの場であるサロン活動に助成を行います。
１「ふれあい・いきいきサロン」（65歳以上の方及びその支援者）
２「子育てサロン」（子育て中の親子対象）
３「コミュニティサロン」（地域住民誰もが参加対象）
【助成要件】
・5人以上で組織する団体
・月１回以上、１回１時間以上の開催
・原則として個人負担（食事代、材料代など）
【助成金額】
　月額3,000円（年間36,000円以内）
【申請期間】
　平成29年４月１日～４月28日まで
※申請期間外の申し込みについては個別にご相談させていただきます。

共同募金配分金助成事業
　社会福祉の向上を目的とする事業並びに地域住民のニーズに基づく地域福祉事業等に要する経費で、公
的補填のないものに対して行います。
※ただし、次のものは除きます。
①役員会、総会、大会経費及び職員の人件費等、団体の運営に要する経費
②2県以上にまたがる地区を対象とした大会や会議に要する経費
③他団体から委託を受けた事業の経費補填
④その他、社会福祉を目的とする事業と認めがたい事業の経費
【申請期間】
　平成29年３月15日～４月14日まで

福祉ボランティア基金助成事業　
　ボランティアセンターに登録している、またはこれから登録しようとしているボランティア団体及び個
人を対象に、社会福祉の向上のために行う福祉ボランティア活動に要する経費で、公的補填のないものに
対して行います。
　ボランティアセンターに登録すると、ボランティア基金やボランティア活動保険の助成を受けられる他、
ボランティアルーム及びロッカーの使用や活動を紹介することで、グループのＰＲにも繋がります。
【申請期間】
　平成29年３月15日～４月14日まで

平成29年度助成事業の募集を行います

各助成事業の申請書は、窓口またはホームページからダウンロードできます。
申請受付時間は、土日、祝日を除く８時30分から17時15分までです。

三泗鈴亀地区（四日市、菰野、川越、朝日、鈴鹿、亀山）で
災害ボランティアセンター広域連携強化事業に取り組んでいます

 大震災に備えて、三泗鈴亀地区（四日市、菰野、
川越、朝日、鈴鹿、亀山）の広域で助け合う仕組
み作りに取り組んでいます。担当者が集まり定期
的に会議を開催し、情報共有や各市町の災害ボラ
ンティアセンターマニュアルの内容や整備状況を
共有しています。
 また、今年度は広域で連携することの意義や、各
社協の職員全体のスキルや意識の底上げを目的に、
研修会を開催しました。三泗鈴亀地区の社協、行
政職員66名が参加しました。講師には既に災害ボ
ランティアセンターの運営に対して訓練等、県内
全域で先進的に取り組んだり、ブロック協定の締
結など、広域的な連携に取り組んだりしている熊
本県社協、熊本県菊池市社協の職員をお招きしま
した。研修会では「平時から社協全体で災害ボラ
ンティアセンターの訓練に取り組まなければなら

つくしの家感謝の集い
 つくしの家でお世話になっているボランティア15
名をお招きし、感謝の集いを行いました。つくし
の家ではボランティアの皆様の協力のもと様々な
行事やクラブ活動を応援していただいております。
　日頃の感謝の気持ちを込めて食事会やゲーム、
スライドショーで１年を振り返りながら交流を楽
しみました。

認知症サポーター養成講座
 日頃から地域の見守り活動してくださっている福
祉委員を中心に、亀山地域包括支援センターと共
催した寸劇を交えた講座を開催し、両日合わせて
42名の方が参加しました。
　一人でも多く認知症を正しく理解し、認知症の
方を支える応援者（サポーター）になっていただ
こうと一緒に学びました。

社会福祉協議会 活動紹介

ない理由」や「広域連携の重要性」、「熊本地震で
の災害ボランティアセンターの運営について」等
のお話しをいただきました。地域福祉部門以外の
職員も多数参加し、社協職員全体の災害ボラン
ティアセンターに関するスキルや意識の底上げを
することが出来ました。
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しみました。

認知症サポーター養成講座
 日頃から地域の見守り活動してくださっている福
祉委員を中心に、亀山地域包括支援センターと共
催した寸劇を交えた講座を開催し、両日合わせて
42名の方が参加しました。
　一人でも多く認知症を正しく理解し、認知症の
方を支える応援者（サポーター）になっていただ
こうと一緒に学びました。

社会福祉協議会 活動紹介

ない理由」や「広域連携の重要性」、「熊本地震で
の災害ボランティアセンターの運営について」等
のお話しをいただきました。地域福祉部門以外の
職員も多数参加し、社協職員全体の災害ボラン
ティアセンターに関するスキルや意識の底上げを
することが出来ました。
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亀山市の福祉指数（平成29年3月１日現在）

市総人口　49,662人　 65歳以上の人口 12,806人（男性 5,694人 女性 7,112人）

世帯数　20,662世帯　 18歳以下の人口   8,932人（男性 4,589人 女性 4,343人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.8％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

発行 社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会 〒519‒0164 亀山市羽若町545番地 市総合保健福祉センター｢あいあい｣内
TEL 0595‒82‒7985　FAX 0595‒83‒1578　URL http://kameyama-shakyo.or.jp　facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

社会福祉法人 亀山市社会福祉協議会
社協だよりは市民の皆様からいただいている会費で発刊しています。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

～生活困窮者自立支援事業の今～

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２8年12月１日～平成２9年2月28日まで）

櫻井　潤一様、亀山市ボランティア連絡協議会様、鈴鹿農業協同組合様、在宅福祉ネットワーク愛里寿様、　
亀の会様、趣味の会様、古河電気工業労働組合三重支部様、三重県遊技業協同組合亀山支部様、阿久根　保子様、
亀山市立白川小学校PTA会長廣森智哉様、　城北ナイスフレンズH29チャリティカラオケ大会様、横山　正様
お寄せいただきましたご芳志は、社会福祉事業のため有効活用させていただきます。厚くお礼申し上げます。

●元公証人（弁護士）による法律相談および心配ごと相談をご利用ください●元公証人（弁護士）による法律相談および心配ごと相談をご利用ください

●NEW FACE ～新しいボランティア団体を紹介します～●NEW FACE ～新しいボランティア団体を紹介します～

　　Facebook 100いいね！ 達成　　Facebook 100いいね！ 達成

亀山社協

亀山市ベビーマッサージあかちゃんはーい

クリック

◆公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から、法務大臣が任命する法律の専門家です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、相談援助の豊富な経験を有する方です。

相 談 名 元公証人（弁護士）による法律相談 心配ごと相談

相 談 日 時 毎月第２、４金曜日　午後１時～３時

相 談 内 容 相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律相談 生活上のあらゆる心配ごと、困りごと

場 所 あいあい１階　個別相談室 あいあい１階　相談室２

申 込 等 原則予約制ですが、当日申込可。費用は無料です。

亀山市ベビーマッサージ教室　
あかちゃんはーい
　ベビーマッサージを通して子育て中の親子のつ
ながり作りを目的に活動しています。スタートし
たばかりのグループで、お一人でも安心して参加
できます。

【活動内容】
日　時　毎月第1、第3火曜日　10：00～11：20
場　所　亀山市市民協働センターみらい　2階和室
対象者　生後2か月～1歳頃の赤ちゃんとママ
参加費　700円（初回500円） 問い合わせ先：亀山市ボランティアセンター　0595-82-7985

詳しい内容は…

メンバー募集中

代表　柳 圭衣子さん

Thank you!
Thank you!
Thank you!

これからも色々な情報を発信していきます

かめやま


