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第５回亀山市社会福祉大会を開催  第５回亀山市社会福祉大会を開催  第５回亀山市社会福祉大会を開催  
社会福祉社会福祉に貢献貢献の35名16団体団体を表彰表彰 社会福祉に貢献の35名16団体を表彰 

11月５日社会福祉センターにおいて、市と市社会福祉

協議会の共催で「第５回亀山市社会福祉大会」を開催し

ました。民生委員・児童委員、社会福祉施設・団体、ボ

ランティア等200名以上の福祉関係者が一同に会し、社会

福祉の発展に寄与した方々への表彰が行われました。 

記念講演では危機管理アドバイザーの国崎信江氏より

「自然災害や犯罪から身を守るために家庭で地域ででき

ること」についてご講演いただきました。 

表彰された方々は次のとおりです。（敬称略・順不同） 

◆社会福祉事業寄付　　　　　　４団体 

　七日会 

　株式会社スズカ 

　鈴鹿農業協同組合 

　古河電気工業労働組合三重支部青年部 

 

◆民生委員・児童委員功労者　　　１名 

　松永　里子 

◆社会福祉施設・団体等功労者　　６名 

　坂　　弘常　　三谷　　孝　　 

　朝熊　久子　　　川　喜里子　 

　川戸　保枝　　平井　田鶴子　 

◆ボランティア功労者　　　　　　10名 

　上田　康子　　小林　悦子 

　平田　治子　　伊藤　一子 

　惠木　美代子　青山　共榮 

　服部　富子　　服部　豊子 

　伊藤　順子　　三谷　后子 
◆社会福祉事業寄付　　　　　　　　　　１名２団体 

　伊藤　志づゑ 

　三重県遊技業協同組合亀山支部 

　亀山市地区コミュニティ連絡協議会・亀山市婦人会連絡協議会 

◆募金成績良好自治会　　　　　　　　　　　７団体 

　みずほ台自治会　　和田町自治会　　両尾町原尾自治会 

　長明寺町自治会　　野村５自治会　　川崎町森自治会 

　野村３自治会 

◆社会福祉施設・団体等功労者　　  　   　　 　５名 

　北川　春美　　橋本　洋子　　小林　善民　 

　廣森　藤榮　　　口　節子　　 

◆ボランティア功労者　　　  　　　　　12名３団体 

　石橋　恵子　　亀山　玲子　　森下　尚子　　 

　樫野　壽眞子　岡安　たみ　　大木　千鶴　　 

　齋東　紀子　　波田　しず　　服部　千代　　 

　加藤　千代子　中井　倫代　　北村　圭子　　 

　亀の会　在宅福祉ネットワーク愛里寿　たんぽぽ 

 

亀山市長表彰 

亀山市長感謝 

亀山市社会福祉協議会会長表彰 

亀山市社会福祉協議会会長感謝 

軽自動車「愛のドリーム号」をご寄贈いただきました 
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クローバーフェスタ・あいあい祭り20092009クローバーフェスタ・あいあい祭り2009

ひとり暮らし高齢者高齢者のつどい ひとり暮らし高齢者のつどい 

　10月18日市とボランティアフェスティバル実行委員会の共催で「クローバーフェスタ・あいあい祭り

2009」を開催しました。ふれあい体験コーナー、ボランティア活動紹介、舞台発表、模擬店をはじめ、

防災コーナーなど多数のボランティアや関係者のご協力により盛大に開催することができました。 

★活動紹介コーナー 

　市民の皆様、明けましておめでとうございます。今年１年が明るい話題が多い年となりますよう

願っております。 

　さて、旧年中より厳しい経済状況に伴う雇用情勢の悪化や、新型インフルエンザの大流行など社

会を取り巻く環境が不安定の中、この度の政権交代により従前の制度の再検討を行い、よりよい福

祉サービス制度の確立が求められています。 

　その一方で、従来の福祉サービスでは対応できない生活課題や制度の谷間にある方々への対応等

が大きな課題となってきており、これらに正しく応えられる福祉のあり方が問われています。 

　新年を迎え、本会として地域福祉のますますの発展を目指し、福祉委員制度やボランティアをは

じめとするインフォーマルな社会資源の活用及び地域福祉権利擁護事業等のさらなる充実を図ると

ともに、行政や関係機関と連携を密にし、役職員一同更なる努力を重ねてまいりますので、ますま

すのご支援とご鞭撻をお願いいたします。 

　最後に、皆様のますますのご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。 

 
社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会 

会　　長 　　　佐々木　宣明　 

新 年 の ご 挨 拶  
ネットワーク 

・

・

・

・
・
・

城西地区コミュニティ 

11月17日と24日、75歳以上のひとり住まいの高齢者を対

象に、あいあいで、民生委員・児童委員をはじめ多くの方々

のご協力のもと「ひとり暮らし高齢者のつどい」を実施し、

合わせて204名の方が参加されました。 

野登ルンビニ園、昼生保育園のかわいらしい歌や踊り、亀

山高等学校総合生活科生徒による制作や軽体操などをお楽し

みいただいたあと、お昼には食生活改善推進協議会としいの

み会より手作り弁当と手作り味噌のプレゼント、午後からは

マジック発表や、キーボード演奏と盛りだくさんの内容でした。 

参加者の方々は久しぶりに会ったお友達と会話をしたり、

白鳥の湯につかったり、キーボード演奏に合わせて唄ったり

しながら1日を過ごされました。 
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クローバーフェスタ・あいあい祭り2009

ひとり暮らし高齢者のつどい 

「福祉委員制度～ふれあい福祉ネットワーク活動～」を推進しています 

見守り安心 

ネットワーク ネットワーク 

亀山市における福祉委員 

①福祉課題の発見
・閉じこもり・体が不自由・悪質商法

に悩んでいる一人暮らし高齢者など
・高齢者や障害者の介護に疲れて困っ

ている家族
・子育てに悩んでいる親　など
②地域における福祉活動の推進
・見守り活動、訪問活動
・民生委員・児童委員との連携
・いきいきサロン、子育てサロンの開催

など

選　出

役　割

目安として50世帯に1人程度

全国的に少子高齢化が進むとともに世帯人員が減少す

るなか、一人暮らし高齢者など援助を必要とする方が増

えていることから、地域での新たな支え合い（共助）の

仕組みが求められています。 

本市としましては、25ある地区コミュニティをひとつ

の小地域単位として、福祉委員（会）を設置いただき、

多くの機関や団体が日頃から連絡を取り合い、福祉課題

の早期発見・早期対応、災害弱者への対策を可能とする

ためのネットワークの構築を進めています。 

本年度から全25地区に342名の福祉委員が設置され、

日常の見守り活動や訪問活動などを実施していただいて

おります。 

これからも住民の皆様の福祉活動を支援し、ともに地

域福祉の向上を目指していきたいと考えておりますので、

ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

城西地区コミュニティ 城西地区コミュニティ ☆地区福祉委員会の 
　活動を紹介します 

 地域の特色  
　　亀山の中心部の9自治会（西町1、2、3、4と万町、南崎町、西丸町、市ヶ坂町、若山町）の約250世帯

で構成されています。 

 
 福祉委員会  
　　構成メンバー：コミュニティ役員、民生委員･児童委員、福祉委員 
 
 活動内容  
①三世代ふれあい交流会（講演会と食事会）
　　健康づくりや防犯活動についての講演会を
行い、その後コミュニティ役員、福祉委員、

子供会の役員の皆さんで作った「味ご飯、吸

い物」に漬物等を添え、65歳以上の高齢者と

食事会を行い、ふれあいの場を提供し各地域

の人との交流を楽しんでいただいています。 

②城西地区もちつき大会(講演会ともちつき大会)
　　地域全体で好評のもちつき大会をおこなっ
ています。 

　　当日は隣近所誘い合って、またご家族で参

加され、もちをつく人、食べる人で子どもさ

んから高齢者の皆さんで、にぎやかなひとと

きの親睦交流をしていただいています。 

③高齢者への訪問活動（80歳以上）
　　福祉委員が９月のお彼岸には手作りおはぎと線香を、2月には手作りの味ご飯とくだものを手土産

に訪問活動をし、生活の様子を伺っています。 



『亀山・かがやきシニア塾2010 ～60歳からの生活術～ 』を開講します 

亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章 亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章 
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・

・
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～ボランティアセンターに登録している団体を順次紹介します～ 

★かみきりむしの会★★かみきりむしの会★ 

★かけはし★★かけはし★ 

★亀山ロマンチカ★★亀山ロマンチカ★ 

★かみきりむしの会★ 

★かけはし★ 

★亀山ロマンチカ★ 

★ 
LET’S

ボランティア！ ボランティア！ 

ボランティアに興味がある方、始めたい方は当センターまでお気軽にお問い合わせください。 

問い合わせ先：ボランティアセンター　☎ 82―7985

　一見むずかしいと思われるペーパーアート、ペーパーク

ラフトですが、３・４歳の子どもさんから90歳の方まで作

品を仕上げて感動していただいています。活動も早や９年

目を迎え「こんなことするの苦手だわ。」と言っていたお母

さんが遠くへ引越しされてからも、この活動を続けて下さ

っています。制作活動をするなかで「ストレス解消になる。」

「日頃の悩みを忘れ集中できる。」など嬉しい声もいただい

ています。 

　ペーパーアート体験をお手伝いするボランティア活動から

新しい自分を見つけてみませんか？　 (代表　市川兼三)　 

私達かけはしは、婦人会会員より成り立っています。

会員数は６名です。年２回（６月と10月）婦人会の高齢

者配食事業（弁当作り）と一緒に80歳以上の一人暮らし

の方に、昔懐かしいお菓子（おはぎ、ゼリー、蒸しパン、

きんとん等）をデザートとして添え、お配りしています。

高齢者の方には大変喜んでいただいて、御礼のお手紙や

お声も寄せられています。 

また、ボランティア連絡協議会にも所属し、車イスキャンペ

ーンや、あいあい周辺の清掃活動、研修会に参加しています。 

今後も、子どもさんからお年寄りまで幅広い方に喜んで

いただけるボランティア活動を目指して頑張っていきたい

と思います。皆様のご協力、ご支援よろしくお願い致します。 

 

平成13年３月にマジック“亀山ロマンチカ”として活

動を開始し、今年で早や９年目を迎えます。メンバーは現

在11名です。 

市内のイベントや地区の行事、子ども会、敬老会また老

人福祉施設等への訪問もします。マジックショー・バルー

ンアート・南京玉すだれや大道芸等を通じて皆さんと笑い・

健康・活力そして生きる喜びを共有し、社会貢献に寄与す

ることを目的として、たくさんの方々との触れ合いを心が

けています。市内は勿論のこと、市外からもたくさんの要

請をいただいております。自分たちも楽しく、また見てい

ただく人たちも良かったなと感じ取って下さるよう、常に

新しいものを見出していきたいと思います。 

毎月第２金曜日の午後７時より「あいあいボランティアルーム」で例会を開催しています。マジック等に

関心のある方、是非とも来てください。お待ちしています。　　　　　　　　　　　　（代表　宮村　照子） 

（代表　臼井　明子） 



これからの時代、シニアの活力が地域活性化の大きな原動力として期待されています。 

定年退職された方、また子育てが一段落した方を対象に、地域貢献活動に関心を持っていただく

ため『亀山・かがやきシニア塾』を開講します。ぜひご参加ください。1回のみの参加も可能です。 

『亀山亀山・かがやきシニア塾2010 2010 ～6060歳からの生活術～歳からの生活術～ 』を開講しますを開講します 『亀山・かがやきシニア塾2010 ～60歳からの生活術～ 』を開講します 

亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章 亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章 亀山朗読奉仕会　小林昭子さん　緑綬褒章受章 

平成21年秋の褒章で、小林昭子さんが社会奉仕活動に尽くした人に贈

られる「緑綬褒章」を受章されました。 

小林さんは、昭和54年の亀山朗読奉仕会発足当初より30年にわたり、

視覚障がい者のための音訳テープ（市広報や市議会だより等の定期刊行

物を音声化したもの）の制作活動に携わり、また三重県視覚障害者支援

センターの蔵書の校正、後進の指導にも精力的にあたっておられます。 

小林さんは今回の受章にあたり「自分ひとりでいただいたものでなく、

会員や、指導者の皆さんとでいただいたものです。特別なことは何もしていません。また、

録音機器が時代と共にどんどん改良され進化していっても読み手は人間。これからも常に

勉強です。リスナーのみなさんからの喜びの反応が何よりの励みになります。」と、にこやかに

語っておられました。 

小林さんの、今後の更なるご活躍を期待しています。 
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★かみきりむしの会★ 

★かけはし★ 

★亀山ロマンチカ★ 

★ ボランティア！ 

※第３回のミニチュアガーデンは材料費と

　して一人500円ご負担頂きます。 

※時間はいずれも午前10時～12時です。 

場　　　所  

対　　　象  

募　集　人　数 

参　加　費  

 

申　込　期　限 

申込・問い合わせ先 

日　　　程  内　　　　　　容  

あいあい　他 

市内在住・在勤のおおむね55歳以上の方。 

20名（先着順） 

無料 

 

平成22年１月29日（金） 

地域福祉係　☎ 82－7985

「はじめての料理教室」～おいしい朝食を作ってみよう！～ 

「手作り作品体験」～オリジナル布はり絵作りに挑戦！～ 

「園芸療法」～ミニチュアガーデン作り～ 

「介護施設見学」～介護の現場を見てみよう！～ 

「障がい者支援体験」～みんなでおいしいカレーを作ろう！～ 

①２月３日(水) 

②２月12日(金) 

③２月17日(水) 

④２月24日(水) 

⑤３月３日(水)



社会福祉協議会職員を募集します 

四国大名うどん様　　　　　　　　　　　　明治安田生命保険相互会社四日市支社様　　 

亀山市地区コミュニティ連絡協議会様　　　亀山市婦人会連絡協議会様 

誓昌院婦人会「桔梗の会」様　　　　　　　木下女性の会様 

亀山高校三九会様　　　　　　　　　　　　河内音頭協会三重県支部（有）千鳥プロ木下雅雄様 

鈴鹿農業協同組合様　　　　　　　　　　　桜井潤一様　　　　　　　　　　 

12月１日、県総合文化センターにてJA I FA（社団法人生

命保険ファイナンシャルアドバイザー協会）三重県協会様よ

り福祉巡回車「愛のドリーム号」をご寄贈いただきました。 

J A I FA様では「J A I FA・永続的社会貢献活動推進」の

理念に基づき「愛のドリーム募金」活動を行っておられ、

集められた募金で購入した福祉巡回車を全国各地の社会福

祉協議会等に寄贈する活動を平成７年より継続されています。 

ご寄贈いただきました「愛のドリーム号」は地域の福祉

サービス事業に有効に活用させていただきます。まことに

ありがとうございました。 

採用予定人数　　１名 

応募資格　　　 

　　① 昭和54年４月２日以降の生まれで、社会福祉士の資格を有する方、または平成22年６月までに
　　　  社会福祉士の資格を取得する見込みの方 

　　② 通勤可能な方　　　　　　 
　　※ただし、社会福祉士および介護福祉士法第３条に規定する欠格事由に該当する方は応募できません。 

試験の日時・場所など 

　　と　　き　平成22年２月21日（日）　午前９時～ 

　　と  こ  ろ　あいあい　２階研修室 

　　試験科目　適性検査、教養試験、小論文の各筆記試験および口述（面接）試験 

受付期間　　 

　　平成22年１月４日（月）～平成22年１月29日（金） 

　　午前８時30分～午後５時15分（土・日・祝日を除く） 

　　※郵送による申し込みは１月29日（金）必着 

申込書に添付する書類 

　　① 履歴書および身上書（社会福祉協議会の指定するもの） 
　　② 最終学校の卒業（見込み）証明書（卒業証書の写しでも可）および学業成績証明書 
　　③ 資格を有することを証明する書類の写し 
採用予定日　平成22年４月１日 

申込書の請求・提出および問い合わせ先　　総務係　☎82－7985

  市総人口　　　　　　　 人　　　　 世帯数   　　　　　世帯 
65歳以上の人口　　　　 人（男性　　　　人　女性　　　　人） 
18歳以下の人口　　　　 人（男性　　　　人　女性　　　　人） 
  高齢化率　　　　　　　　％ 印　刷／指定就労継続支援事業所　第２八野ワークセンター 

善意の寄付善意の寄付 善意の寄付 

　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。 

（平成２1年９月11日～平成21年12月15日まで） 

 

　社協だよりは、市民の皆様からいただいて

います会費で発刊しております。 

第５回亀山市社会福祉大会を開催  第５回亀山市社会福祉大会を開催  

かめやま社協だより （ 6 ） 

亀山市の福祉指標（平成21年12月１日現在） 

社会福祉に貢献の35名16団体を表彰 

50,514 
10,876 
8,750 
21.5

20,149 
4,718 
4,497

 
6,158 
4,253

軽自動車軽自動車「愛のドリーム号」号」をご寄贈寄贈いただきました 軽自動車「愛のドリーム号」をご寄贈いただきました 


