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「社協」は 社 会福祉 協 議会の略称です。
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ボランティアで

厚生労働大臣表彰を受章
ボランティアで

厚生労働大臣表彰を受章
今回の特集　
高橋 久子 さん
(布気町)

高橋さんの作品
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　皆様におかれましては 健やかに新春を

お迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年中は、社会福祉協議会のさまざま

な事業の推進にあたり深いご理解と格別

のご支援、ご協力を賜り、心より感謝申

し上げます。

　さて、去る11月の当会の役員改選に伴

い、理事の皆様のご推挙とご賛同を賜り、

会長の要職を拝命いたしました。鋭意努

力してまいりますので、どうぞよろしく

お願い申しあげます。

　今年は４月に「介護保険法」の改正や、

「生活困窮者自立支援法」が施行される

など、福祉を取り巻く状況が大きな変革

期になっております。当会としても、よ

り一層の支援が実施できるように職員の

資質向上と体制整備をはかり、『誰もが

地域で安心して暮らし続けていけるま

ち』を目指し取り組んで参ります。

　今後とも住民の皆様には、ご協力ご鞭

撻の程お願い申し上げ、新年のご挨拶と

させていただきます。

新年のご挨拶
社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会
　　　　　　　　 会　長　　楳谷　英一 

役職名 氏　名 社会福祉事業知識経験職名

会　長 楳谷　　英一 元学校長

副会長 草川　　和久 亀山市民生委員児童委員協議会連合会会長

〃 江藤　　定勝 元関町教育長

理　事 高嶋　征二郎 亀山市自治会連合会副会長

〃 川戸　　重秋 亀山市自治会連合会理事

〃 鳥井　嘉代子 亀山市地区コミュニティ連絡協議会代表

〃 藤岡　　　功 亀山市民生委員児童委員協議会連合会副会長

〃 野田　　明美 亀山老人保健施設施設長代行

〃 久留原　　進 亀山市老人クラブ連合会会長

〃 広森　　　繁 亀山市副市長

〃 伊藤　　誠一 亀山市健康福祉部長

〃 古川　　鉄也 社会福祉協議会事務局長

監　事 濱口　　治男 税理士

〃 後藤　　克己 亀山市民生委員児童委員協議会連合会理事

亀山市社会福祉協議会　役員名簿　　　　　　　　　　（平成26年11月１日現在）
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亀山市長表彰
◆民生委員児童委員功労者　　　　　　　６名
　安藤　佑子　　今　　康隆　　岡安　　剛
　境　　宣彦　　藤岡　　功　　藤島　智惠
◆保護司功労者　　　　　　　　　　　　１名
　園田　壽美惠　　
◆社会福祉関係団体・施設等功労者　　　３名
　加太　　干　　黒田　力男　　佐野　知之
◆ボランティア功労者　　　　　　　　　９名
　土田　清美　　松浦　亜希子　市川　よし子
　　山　みさゑ　豊田　加代子　若林　久子
　櫻井　悦子　　森口　光子　　佐野　秀子
亀山市長感謝　　　
◆社会福祉事業寄付　　　　　　　　　２団体
　明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会
　忍田弘法院弘志会
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　　　　　　　18名
　浅野　つや子　伊藤　峰子　　大澤　美千代
　大橋　たつ子　後藤　克己　　櫻井　平治
　笹山　ふみ子　髙橋　　み子　田中　　稔
　長島　節子　　波田　美知子　服部　喜平
　林　　志津　　原　　智代子　松尾　惠美
　松澤　光明　　丸橋　　勲　　若林　美智子

◆社会福祉施設・団体等功労者　　　　　　６名
　菊永　敦弘　　　　府　正樹　　青　　有香
　落合　征子　　　田中　ひろ子　明石　須磨子
◆福祉委員功労者　　　　　　　　　　　　６名
　渡邊　佐智男　　伊藤　教子　　松村　弘光　
　青木　高美　　　鈴枝　貞子　　伊東　　米
◆地域福祉活動功労者　　　　　　　　　　４名
　今井　　惠　　　岩田　　治　　
　谷川　多惠美　　川北　榮治
◆ボランティア功労者　　　　　　　　　　７名
　足立　　勇　　　菊田　明子　　杉野　賀津子
　長谷川　貴美子　伊藤　ふみ　　川崎　洋子　
　牧森　英雄
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
　株式会社　スズカ　　
　古河電気工業労働組合三重支部青年部
　本田技研労働組合鈴鹿支部
　三重県遊技業協同組合亀山支部
◆社会福祉協助者　　　　　　　　　　　10団体
　亀田町自治会　木下町自治会　関ヶ丘自治会
　シェルメール東御幸自治会　　天神１自治会
　野村団地１自治会　　　　　　東町６自治会
　本町４の４自治会   　　　みどり町３自治会
　南野町１自治会

第10回亀山市社会福祉大会被表彰者・団体（敬称略・順不同）

第10回亀山市社会福祉大会を開催しました
　11月26日（水）中央コミュニティセンターにおいて、
市と市社会福祉協議会の共催で「第10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60名１社15団体の表彰
が行われました。　　　　　　　　　
　記念講演には、こころ元気研究所所長の鎌田　敏氏
を講師に招き、記念講演「地域の絆、みんなの笑顔
♪」をご講演いただきました。同じ地域で暮らす人と
人とのご縁を大切にし、感謝の気持ちを忘れず笑顔と元気を分かち合いながら共に深める絆と明
るい地域づくりについてご講演いただきました。
　今大会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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Q　活動を始めたきっかけは？
A　34年前に友人と一緒に始めた
清和荘（現清和の里）の手芸ク
ラブでの地域交流活動がきっか
けです。清和荘では花見や盆踊
りなど、色々なところにみんな
で出向いたのも思い出に残って
います。

Q　活動を続けるためのポイン
トは？
A　家族の協力が一番です。あり
がたいことに主人はよく理解し
てくれていたからこそ、頑張る

ことができました。また良いお
仲間に恵まれたのも継続の助け
になりました。

Q　ボランティアをする上で大
切にしていることは？
A　みんなと仲良くすることです。
幼いころ教育勅語で育ってきた
ので「博愛」という言葉がいつ
も頭の中にあります。家庭、友
人、そして自分を大切にするこ
とを心掛けています。

Q　表彰を受章した感想は？
A　うれしいです。でも、私がも
らっていいのかなあとも思いま
す。出会った人や仲間に恵まれ
て、ここまでやって来られたの
で支えてくれた皆さんに感謝し
ています。　

Q　今後の目標は？
A　できることを精一杯、続けて
いきたいです。ボランティアの
他にも野菜作りや野球中継など、
楽しみにしていることを継続し
ていけたらと思います。

　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。

一人でも多くの人に
　　　　　　笑顔を届けたい

厚生労働大臣表彰受章

高橋 久子さん

・施設ボランティア：ボランティアグループ「清和友の会」メンバーと
して「清和の里」の行事のお手伝い
・ふれあいいきいきサロン活動：「ひまわり会」代表として活動
・障がい者のためのボランティア：ボランティアグループ「亀の会」メ
ンバーとして適応指導教室に通う児童と交流

　布気町の高橋久子さん（85）がボランティア活動を積
極的に行い、地域の福祉向上に貢献されたことをたた
えるボランティア功労の厚生労働大臣表彰を受章され
ました。
　高橋さんは昭和55年から約34年にわたって身体障が
い者や不登校児との交流を行うほか、社会福祉施設や
保育所などへの手作りの手芸品、おもちゃの寄贈など、
さまざまなボランティア活動をされています。また、
高齢者と障がい者が集うサロン「ひまわり会」の設立
メンバーとして活躍され、現在も代表としてご尽力を
いただいています。 活動を共にした仲間も表彰されました（県知事表彰）

高橋久子さんの活動

問い合わせ先：亀山市ボランティアセンター　TEL　82-7985
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社会福祉協議会活動紹介コーナー社会福祉協議会活動紹介コーナー
あいあい祭り２０１4
～健康・福祉・医療・地域　であい ふれあい ささえあい～

10/19 11/25・12/9

　今回で15回目となる「あいあい祭り」があいあ
い及び医療センターで開催されました。
　華やかなステージ発表、健康・福祉・医療・地
域に関連した体験コーナーや飲食ブースなど多く
の人で賑わいました。

ステージ発表の様子

あいあい笑顔のつどい
　今年度より名称変更を行い、75歳以上の一人暮
らしの方を招待し、計196名の方が参加されました。
　第三愛護園、みなみ保育園の園児による歌や、
亀山高校総合生活科の生徒によるオペレッタや体
操などを楽しんだ後、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ました。午後は川崎瀧
進絵会の民謡を楽しみました。

つくしの家絵画展

　11月21日から11月30日まで山小屋カフェ望仙
荘にて、つくしの家絵画展を開催しました。
　また1月14日から1月19日まで亀山エコー正面
ホールでも絵画展を開催しますので、ぜひお越し
ください。

望仙荘 絵画展の様子

街頭募金

　10月1日から、赤い羽根共同募金運動が始まり
ました。市内のスーパー5か所と「あいあい祭り」、
さらに「食の祭典」と亀山サンシャインパークに
て募金活動を実施して頂きました。

亀山高校生徒募金活動の様子

皆様には、本年度も温かなご支援とご協力を頂きまして、誠にありがとうございました。

平成26年度 赤い羽根共同募金 実績報告

7,682,970円（12月1日現在）
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●嘱託職員を募集します。●嘱託職員を募集します。
●職　　種　①相談員（低所得者を対象とした自立相談支援事業）
　　　　　　②訪問介護員（ホームヘルパー）
●採用人数　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または、採用時までに取得見込の方
　　　　　　※②訪問介護員は、介護福祉士または、介護職員初任者研修修了者（旧ヘルパー２級）の方に限ります。
●試験の日時・場所
　　　　　　と　き　平成27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。
　　　　　　申込期限：平成27年１月30日（金）まで
●採用予定日　　平成27年４月１日
●問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　TEL 0595－82－7985
※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。

善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成26年９月11日～平成26年12月10日まで）

ボランティア連絡協議会 様　　　　福祉サポート隊 様　　亀の会 様
在宅福祉ネットワーク愛里寿 様　　亀山高校三九会 様　　櫻井　潤一 様

●子育て応援！
親子りょうり教室を開催します。
●子育て応援！
親子りょうり教室を開催します。

亀山市の福祉指数（平成26年12月１日現在）
市総人口　50,031人　 65歳以上の人口 12,283人（男性 5,434人 女性 6,849人）

世帯数　20,600世帯　 18歳以下の人口   8,967人（男性 4,550人 女性 4,417人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 24.5％

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●新入職員紹介●新入職員紹介

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。

【好きなこと】野球、格闘技
【ひとこと】利用者や保護者、職員の皆様に信頼さ
れる職員を目指し努力していきたいです。

【好きなこと】温泉めぐり
【ひとこと】岩手県出身です。社協だよりやボラ
ンティアなどの担当となりました。お気軽に声を
かけてください。

障がい福祉係
なかまの部屋
川原田　純也
（かわらだ じゅんや）

地域福祉係
小笠原　彩子
（おがさわら　あやこ）

料理を通じて親子で交流をし、絆を深めませんか？
と　　き　平成27年2月14日（土）
　　　　　10：00～13：00
と こ ろ　あいあい2階栄養指導室
講　　師　子育てサロン「ママクッキング」
対 象 者　2歳児から就学前の幼児とその保護者　
　　　　　（兄弟姉妹の参加も可能、託児あり）
募集人数　30人（先着順）
参 加 費　無料
申込期限　2月6日（金）
【申込・お問い合せ】
　亀山市社会福祉協議会
　地域福祉係　
　TEL 0595－82－7985


