
亀山市の福祉指数（平成29年12月１日現在）

市総人口　49,925人　 65歳以上の人口 12,946人（男性 5,784人 女性 7,162人）

世帯数　21,240世帯　 18歳以下の人口   8,934人（男性 4,598人 女性 4,336人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.9％

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

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２9年9月2日～11月30日まで）

在宅福祉ネットワーク愛里寿 様、亀山市立白川小学校PTA会長 落合誠 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。

●嘱託職員及び非常勤職員を募集します●嘱託職員及び非常勤職員を募集します

●不要な羽毛製品を回収しています●不要な羽毛製品を回収しています
　不要な羽毛製品はありませんか？
　回収された羽毛製品は赤い羽根共同募金とし
て地域の福祉活動に役立てられます。
　不要な羽毛製品がありましたら社協までお知
らせください。
（地域福祉係　☎82-7985）

　地域の憩いの場・サロンを立ち上げてみません
か？サロンって何？どんなことをしているの？
など、興味のある方、お待ちしております。
日時：２月28日（水）10：00～
場所：総合保健福祉センターあいあい
　　　２階　研修室
講師：菰野町社会福祉協議会　佐々木 夏紅氏
申込：地域福祉係　☎82-7985

●ボランティア講座
　～サロンを立ち上げよう～
●ボランティア講座
　～サロンを立ち上げよう～

平成２９年度　赤い羽根共同募金　実績報告平成２９年度　赤い羽根共同募金　実績報告

7,432,816円（12月1日現在）
皆様には、本年度も温かなご支援とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

●職　　種　①【嘱託職員】生活困窮者自立支援事業　相談支援員
　　　　　　②【非常勤職員】生活福祉資金貸付事業　相談員
●人　　数　各１名
●応募資格　・心身共に健康で、社会福祉の仕事に理解のある方
　　　　　　・普通自動車運転免許を所有の方または採用時までに取得見込みの方
●試験の日時・場所
　と　き　平成30年２月中旬頃（予定）受付後に連絡します。
　ところ　亀山市総合保健福祉センターあいあい
　内　容　面接試験
●申込方法　履歴書（市販のもの）及び資格を有することを証明する書類の写し（運転免許証等）を
　　　　　　提出してください。
●申込期間　平成30年１月４日（木）～１月31日（水）
●採用予定日　平成30年４月１日
●問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　☎82-7985
※詳しくは亀山市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
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第13回亀山市社会福祉大会被表彰者・団体（敬称略・順不同）

　11月22日（水）中央コミュニティセンターに

おいて、市と市社協の共催で「第13回亀山市社

会福祉大会」を開催しました。

　市内における福祉関係者200名以上の方々に

ご出席いただき、民生委員児童委員、保護司、

社会福祉関係団体・施設職員、福祉委員、ボラ

ンティア、自治会など地域福祉に貢献されてい

る１社17団体40名の表彰が行われました。記念

講演にはNHK名古屋放送局　チーフプロデュー

サー板垣淑子様を講師に招き、「子どもの貧困

の現状について」をご講演いただきました。

第13回亀山市社会福祉大会を開催しました

亀山市長表彰
◆民生委員児童委員功労者　　　　　　　　18名
　伊　藤　峰　子　　　櫻　井　平　治　　
　林　　　志　津　　　波　田　美知子
　丸　橋　　　勲　　　原　　　智代子
　高　橋　　み子　　　若　林　美智子
　笹　山　ふみ子　　　服　部　喜　平
　大　澤　美千代　　　浅　野　つや子
　松　尾　惠　美　　　田　中　　　稔
　長　島　節　子　　　後　藤　克　己
　松　澤　光　明　　　大　橋　たつ子
◆保護司功労者　　　　　　　　　　　　　１名
　福　森　文四郎
◆社会福祉関係団体・施設等功労者　　　　３名
　服　部　　　功　　　　　川　　　　
　服　部　　　子
◆ボランティア功労者　　　　　　　　　　２名
　菊　田　明　子　　　水　谷　榮　子

亀山市長感謝
◆社会福祉事業寄付　　　　　　　　　　　１名
　近　藤　行　子

亀山市社会福祉協議会　会長表彰
◆民生委員児童委員功労者　　　　　　　　３名
　加　藤　德　成　　　栗　原　栄　子
　小　林　智　子

◆社会福祉施設・団体等功労者　　　　　　　５名
　鈴　木　聡　太　　　仲　野　和　徳
　原　田　律　子　　　町　野　雅　脩
　澤　井　十　生
◆福祉委員功労者　　　　　　　　　　　　　３名
　清　水　美惠子　　　長谷川　直　子
　宮　村　　　子
◆地域福祉活動功労者　　　　　　　　　　　１名
　打　田　勝　彦
◆ボランティア功労者　　　　　　　　２団体２名
　足　立　　　正　　　横　山　正　敏
　おはなしの会マミーズ　　国鉄・ＪＲ親睦会

亀山市社会福祉協議会　会長感謝
◆社会福祉事業寄付　　　　　　　１社３団体１名
　株式会社　スズカ
　古河電気工業労働組合三重支部青年部
　三重県遊技業協同組合亀山支部
　亀山元気の会
　今　　　康　隆
◆社会福祉協助者　　　　　　　　　　　　12団体
　辺法寺自治会　　　　　富士ハイツ自治会
　山下町自治会　　　　　本町一丁目自治会
　本町３の１、３の２自治会　野村団地第二自治会　　
　加太市場自治会　　　　中野自治会
　メープル川合自治会　　川崎町南条自治会　　　
　堺町自治会　　　　　　本町４の１自治会

Ｑ　民生委員になったきっかけは？
Ａ 小さい頃から体も弱く、夫の
転勤で亀山にきたばかりで不安に
思うこともありましたが、家族が
背中を押してくれたので引き受け
ることにしました。

Ｑ　受章の感想は？
Ａ 続けていたらいつの間にか36
年経っていたという気持ちです。
一人では続けてこられなかったで
す。多くの方に支えていただいた
ので、授与式の時には今まで一緒
に活動してきた人たちの顔が一人

ひとり浮かんできて感慨深かった
です。

Ｑ　民生委員になって良かったと
感じたことは？
Ａ　周りに素敵な人が沢山集まっ
てよくしてくれて、私が困ったと
きも周りの人が助けてくれました。
「心身ともに健康でなければ。」
と心がけて向き合ってきました。
退任後も声をかけていただいたり、
思い出してくださる方がいること
は幸せなことです。
　同じ民生委員や、地域の方、支

援者の方々など沢山の人と出会え
たことは私の人生の宝物です。

Ｑ　今後の目標は？
Ａ　まずは健康で過ごすこと。つ
ながったご縁を大切に友人たちと
楽しく過ごしていきたいです。
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伝達式の様子

 瑞 宝 単 光 章 受 章

河田 弘江さん（75）
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元・民生委員児童委員

　インタビューでは「私、人が好きなんかなぁ。」と照れたような笑顔が印象的でした。

あっという間と言いながらも長く続けていただいた活動の中には沢山の思い出が詰まっているようで、

身振り手振りを交えながら表情豊かにお話しいただきました。「一人ではできなかった。」「周りの方がいい人ばか

りで。」とお話しされる言葉は、周囲の方を励まし支え合ってこられた河田さんのお人柄を感じさせるものでした。

私もインタビューを通して温かい気持ちになりました。この度は受章おめでとうございます！

　みどり町の河田弘江さんが国の勲章・褒章制度の
「瑞宝単光章」を受章されました。
　「瑞宝単光章」とは、公的な職務に長年従事し、功績
を挙げた方に与えられる勲章です。昭和55年から平成
28年までの36年間に渡って民生委員児童委員として
地域のために活躍する河田さんの活動が評価され、今
回の授与となりました。
　皇居にて行われた式典で着用された和装でインタ
ビューにお応えいただきました。

亀山市には、私たちの生活の身近なところで活躍してい
る、福祉に関わる方々がたくさんいらっしゃいます。「社協
だより」では、それらの団体や活動について紹介します。

民生委員
勤続36年!

いたがきよし  こ
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皆様には、本年度も温かなご支援とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

●職　　種　①【嘱託職員】生活困窮者自立支援事業　相談支援員
　　　　　　②【非常勤職員】生活福祉資金貸付事業　相談員
●人　　数　各１名
●応募資格　・心身共に健康で、社会福祉の仕事に理解のある方
　　　　　　・普通自動車運転免許を所有の方または採用時までに取得見込みの方
●試験の日時・場所
　と　き　平成30年２月中旬頃（予定）受付後に連絡します。
　ところ　亀山市総合保健福祉センターあいあい
　内　容　面接試験
●申込方法　履歴書（市販のもの）及び資格を有することを証明する書類の写し（運転免許証等）を
　　　　　　提出してください。
●申込期間　平成30年１月４日（木）～１月31日（水）
●採用予定日　平成30年４月１日
●問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　☎82-7985
※詳しくは亀山市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
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