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11月10日（木）社会福祉センターにおいて、市と社会福祉
協議会の共催で、
「第７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、社会福祉施設職員・団体、ボランティア、自治会など長年地域福祉
に貢献されている46名16団体の表彰を行いました。
（次頁参照）

第７回社会福祉大会を
開催しました。

記念講演には千葉県松戸市常盤平団地自治会長

中沢

招き、団地自治会が取り組んでいる 孤独死ゼロ作戦

卓実

氏を講師に

の活動を通して、「孤

独死を予防する」「孤独死をしない」ために地域でできること、自分自身が心
掛けることをはじめ、人と人とのつながりの大切
さについてお話いただきました。
また、昨年は東日本大震災という大きな災害が
あり、命の尊さや人を思いやる心のあたたかさを
再認識する 1 年となりました。これを機に福祉関係者一同、改めて地域福祉の推進
に力を合わせることを誓いました。
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新 年 の ご 挨 拶
新年明けましておめでとうございます。皆さまには、つつがなく新しい年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
さて、昨年は東日本大震災や台風１２号といった大規模災害に見舞われ、辛く苦しい状況の中にも、
全国的に人と人とのつながりを 絆 という言葉にかえ、コミュニティの再構築を目指す活動が盛んと
なっています。
私ども社会福祉協議会としましても、地区福祉委員会をはじめ地域の皆さまと共に要援助者の支
援を行う一方、高齢者や障がい者、子育て中の親子などの居場所づくりを推進し、家族や隣人、友人、
地域社会がお互いに繋がり合うことで誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
私たちの暮らしを取り囲む環境は刻々と変化しておりますが、その時々のニーズに合わせた事業を
展開いたしますよう役職員一同最大限の努力を重ねてまいりたいと存じますので、今後もご支援ご
協力のほどお願い申し上げるとともに、皆さま方のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、新年のご挨拶
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

第７回社会福祉大会
被表彰者・団体
（敬称略・順不同）

長

佐々木

宣明
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活動紹介コーナー
第10 回子育て講演会
10月22日
（土）、子育て支援センターとの共催で、子育て中の親
子を支援するため、
うた遊び・ふれあい遊び研究家の山崎治美氏
を講師に招き、
「第10回子育て
講演会」
を開催しました。
山崎氏は全国各地の保育技術研修会や子育て支援講座において活躍されて
おり、
今回は「親子の絆を深めるスキンシップふれあい遊び」
をテーマに、
親子で一
緒に童謡を歌ったり、
会場狭しと動き回ったりと、
楽しく子育てについて学びました。
参加者からは、
「大人も楽しくて、時間が早く感じた。」
「親子でふれあいが
できてよかった。」などの感想をいただきました。

ひとり暮らし高齢者の集い
市内在住で７５歳以上のひとり暮らしの方を対象に、11月22日
（火）
と11月29日
（火）の２回にわたって「ひとり暮らし高齢者の集
い」
を総合保健福祉センターにて開催しました。
川崎南保育園・関保育園の園児による歌や劇、亀山高校総合生活科の
生徒によるオペレッタや制 作 活 動などを楽しんだ後 、お昼には食 生 活 改
善 推 進 協 議 会による手 作り弁当としいのみ会による手 作り味 噌のプレゼ
ントがあり、午 後からは津 市の荒 井 眞 道 尼 僧による一 弦 琴の素 晴らしい
音 色を楽しみました。
合計185名の参加者があり、
「園児のダンスがかわいかった。」
「楽しかっ
た。」など、一日楽しく過ごしていただきました。

亀山高校総合生活科
家庭クラブ 〜この気持ち届け隊！〜
１０月２７日
（木）
に行われた文化祭で募金運動を
行い、たくさんの生徒や保護者、教職員の方々に
ご協力いただきました。
また、ポーチやシュシュ、
ハートのポプリなどの手作り小物も販売し、売上金
と募金を義援金として寄付されました。

募金活動を
行いました！

台風１２号 三重県災害義援金 に御協力ありがとうございました
川崎小学校

川崎地区文化交流祭が１１月２０日
（日）
に行われ、
児童の皆さんが栽培体験で育てて収穫したサツ
マイモを袋詰めや焼き芋として販売し、募金活動を
行いました。地域の方からたくさんのご協力をいた
だきました。

台風１２号三重県災害義援金は１１月３０日をもって募集期間
は終了しました。
たくさんのご協力ありがとうございました。
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ご存じですか？

「ふれあい・いきいきサロン」
「子育てサロン」

サロン活動に期待される効果
他にも…

ふれあい・いきいきサロン

…

（35箇所）

子育てサロン

…

（9箇所）

社会福祉協議会では、
「ふれあい・いきいきサロン」
「子育てサロン」にかかる年間活動費の
助成事業を行っています。
詳しくは、社会福祉協議会窓口（８２−７９８５）
まで お問い合わせください。
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亀山でも増えています !!

悪徳商法

に

ご注意 !!

「私は悪徳商法になんてひっかからないわ。
」と思っている方は多いと思います。しかし、悪徳商
法や詐欺の手口はどんどん狡猾になってきており、中には自分が「だまされた」ということにす
ら気付かない人もたくさんいます。
今回は、
たくさんある手口の中から、
実際に亀山・鈴鹿圏域であった事例の一部を紹介します。

投資サギ
劇場型

我が社はレアメタ
ル の 発 掘 会 社 で、
国が認めた優良企
業です

我が社の社債を買
いませんか？
１口 10 万円です

Ａ社の社債を購入
していただければ
ウチが３倍で買い
取ります！

Ａ社

人気なので
すぐ価値が
上がります！

たくさん買えば
確実に儲かりま
すよ！

＜Ａ社＞

実は仲間！
＜Ｂ投資会社＞

悪徳商法の被害にあわないために

鈴鹿亀山消費生活センター
亀山地域包括支援センター「きずな」
亀山市社会福祉協議会

059-375-7611
0595-83-3575
0595-82-7985
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●平成２４年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します
●平成２４年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します
採用予定人数

応募資格

試験（第一次）の
日時・場所など

受付期間

申込書に
添付する書類
採用予定日

１名
昭和56年４月２日以降生まれの方で、次に該当する方
（１）心身共に健康で、社会福祉の仕事や心身障がい児・者に理解のある方
（２）
４年制大学を卒業した方または卒業見込みの方、またはこれらと同等の資格を有する方
（３）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
と
き 平成24年２月12日（日）午前９時〜
と こ ろ 市総合保健福祉センター 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
※第二次試験（面接）の実施日等については、第一次試験合格者に通知します。
平成24年１月４日（水）〜平成２４年１月31日（火）
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31日（火）必着
①履歴書・身上書（指定のもの）
②最終学校の卒業（見込み）証明書・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
（運転免許証等）
平成24年４月１日

申込書の請求・提出、 亀山市社会福祉協議会 総務係 TEL 0595-82-7985
問い合わせ先
〒519-0164 亀山市羽若町545番地 総合保健福祉センター「あいあい」内

●社会福祉関係表彰のお知らせ
●社会福祉関係表彰のお知らせ
長年、社会福祉に貢献され功績があった方々に「藍綬褒章」並びに「大臣表彰」が贈られました。
皆さまの今後の更なるご活躍を期待しています。

藍綬褒章

厚生労働大臣表彰

法務大臣表彰

（民生委員・児童委員功労）

（援護事業功労）

（更正保護功労）

伊藤

三枝さん

林

信吾さん

布留

裕成さん

にご協力ありがとうございました
●東日本大震災義援金にご協力ありがとうございました
●東日本大震災義援金
平成23年12月10日までに寄せられた義援金

総額 13,401,513円

善 意 の 寄 付

お寄せいただいた義援金は中央共同募金会を通じて被災者の生活再建のため
に配分されます。
なお、義援金は3月31日まで募集していますので、引き続きご協力のほど
よろしくお願いいたします。

（平成23年９月11日〜平成23年12月10日まで）

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
すみれの会 様
在宅福祉ネットワーク愛里寿 様
亀山高校三九会 様
車椅子レクダンス全国大会実行委員会 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。

亀山市の福祉指標
（平成23年12月１日現在）

市総人口
世帯数
65歳以上の人口
18歳以下の人口
高齢化率

50,092人
20,201世帯
11,078人（男性 4,842人
8,861人（男性 4,516人
22.1％

「社協だより」は、市民の皆様
からいただいている会費で刊行
女性 6,236人）
女性 4,345人） しています。

