
善 意 の 寄 付善 意 の 寄 付（平成２7年６月１１日～平成２７年8月31日まで）

櫻井潤一 様　亀山高校三九会 様　在宅福祉ネットワーク愛里寿 様　鈴鹿農業協同組合 様　亀山市ボランティア連絡協議会 様

亀山市の福祉指数（平成２７年９月１日現在）
市総人口　49,912人　 65歳以上の人口 12,492人（男性 5,560人 女性 6,932人）

世帯数　20,724世帯　 18歳以下の人口   8,944人（男性 4,548人 女性 4,396人）

　　　　　　　　　　  高齢化率 25.0％

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

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２8年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。●平成２8年度亀山市社会福祉協議会正規職員を募集します。

●平成27年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました●平成27年度社会福祉協議会会費にご協力ありがとうございました

●あいあい祭り2015
～であい・ふれあい・ささえあい～
●あいあい祭り2015
～であい・ふれあい・ささえあい～

●第11回社会福祉大会を開催します●第11回社会福祉大会を開催します

　舞台発表や模擬店、展示コーナーなど盛りだくさんの
内容で、景品が当たるスタンプラリーも行います。皆様
のご来場をお待ちしております。
と　き　平成27年10月18日（日）9:45～14:00
ところ　亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
　　　　亀山市立医療センター

　皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。今後ともご理解ご協力
をいただきますようよろしくお願いいたします。

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

去年のオープニングの様子去年のオープニングの様子去年のオープニングの様子
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●採用予定人数　１名
●応募資格　　　昭和55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
　　　　　　　　（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
　　　　　　　　（４）通勤可能な方
●試験（第一次）の日時・場所など　※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。
　　　　　　　　と　　き　平成２7年１１月14日（土）午前９時～　　ところ　市総合保健福祉センター あいあい
　　　　　　　　試験科目　適性検査、教養試験、小論文の各筆記試験
●受付期間　　　平成27年１０月１日（木）～ 平成27年１０月30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、１０月30日（金）必着
●採用予定日　　平成28年４月１日
●申込書の請求・提出、問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　　ＴＥＬ ０５９５－８２－７９８５
※詳しくは社協ホームページをご覧ください。

　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記念講演会
を行います。一般の皆様もご参加できますので、ぜひご
来場ください。
と　　き　平成27年11月６日（金）
　　　　　13：00～受付　13：30 開会
と こ ろ　亀山中央コミュニティセンター
　　　　　（亀山市東御幸町63）

記念講演　14：20～
●講　師　順天堂大学医学部
　　　　　泌尿器科学講座
　　　　　客員教授　  　　　
　　　　　【亀山市文化大使】
　　　　　川戸　佳　氏
●演　題
「記憶中心の脳海馬が合成す
る男性・女性ホルモンで認知
症やうつ病に勝てる」
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●場所　総合保健福祉センター　あいあい
●内容　午前：手芸工作など、午後：ゲーム
　　　　年２回戸外サロン開催
●対象　亀山市内の高齢者

高齢者や障がい者
が地域を越えて気
軽に交流し合える
場を作っています。

亀山には
サロンが
52ケ所！

亀山には
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亀山には
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52ケ所！

●サロンとは…
市内各地で高齢者、障がい者、子育て中の親子
などが集まり、地域の仲間づくりや居場所づく
り、引きこもり防止などを目的に行う活動です。
　活動の内容はおしゃべりや料理、手芸、体操
など、サロンによって様々に工夫を凝らして

行っています。
　亀山市社会福祉協議会ではサロン活動を推進し
ています。
　今回はサロンの中でも高齢者を対象とした、ふ
れあい・いきいきサロンを４か所紹介します。

羽若

代表　田中　政子さん

●場所　神辺地区コミュニティセンター
●内容　男性並びに高齢者の料理教室
　　　　脳トレなど
●対象　神辺地区の75歳以上の
　　　　高齢者、介護者、
　　　　介護されている方など

今年から新しくス
タートしたサロン
です。
皆さん気軽に遊び
に来てください！

神辺

代表　岩間　貴代さん 簡単！手軽に作れる料理教室

みんなで育てたひまわり畑で
園児たちと交流しました

寸劇の様子。スタッフが工夫を
凝らして楽しませます

あなたもサロンに参加してみませんか？
お近くのサロンをお探しの場合や、サロン
を新しく立ち上げたいなど、ふれあい・い
きいきサロンに関するお問い合わせは亀山
市社会福祉協議会TEL82-7985まで。

坂下地区ふれあいサロン坂下地区ふれあいサロン坂下地区ふれあいサロン

ふらっとほーむ・ののぼりふらっとほーむ・ののぼりふらっとほーむ・ののぼり

頭も使っておりがみ工作

神辺ふれあいサロン神辺ふれあいサロン神辺ふれあいサロン
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簡単！手軽に作れる料理教室

●場所　JA鈴鹿農協野登支店
　　　　旧安坂山出張所
●内容　手芸、季節の行事など
●対象　主に野登地区の高齢者

野登

代表　小林　一彦さん

●場所　坂下地区コミュニティセンター
　　　　（鈴鹿馬子唄会館）
●内容　歌、おしゃべり、
　　　　レクリエーションゲーム
　　　　など
●対象　坂下地区の高齢者

福祉委員や協力会員
の皆さんの力を借り
て活動しています。
地区別サロンも開催
しています。

坂下

代表　竹林　加代子さん

みんなで育てたひまわり畑で
園児たちと交流しました

寸劇の様子。スタッフが工夫を
凝らして楽しませます

あなたもサロンに参加してみませんか？
お近くのサロンをお探しの場合や、サロン
を新しく立ち上げたいなど、ふれあい・い
きいきサロンに関するお問い合わせは亀山
市社会福祉協議会TEL82-7985まで。

坂下地区ふれあいサロン坂下地区ふれあいサロン坂下地区ふれあいサロン

ふらっとほーむ・ののぼりふらっとほーむ・ののぼりふらっとほーむ・ののぼり

頭も使っておりがみ工作

神辺ふれあいサロン神辺ふれあいサロン神辺ふれあいサロン

毎週水曜日、
「ふらっと」きて
楽しめる、地域の
いこいの場を目指
しています。
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福祉委員新任研修会

福祉ボランティア基金街頭啓発 夏休み中学生福祉体験教室

　亀山市では全25地区に福祉委員を配置していま

す。皇學館大学の板井正斉准教授を講師に招き、

105名の新任福祉委員が「亀山流の見守りについ

て考えあってみましょう」をテーマに研修を行い

ました。

　参加者からは「見守りの本質と必要性がよくわ

かりました。」「見守りは奥が深い。」などの感

想を頂きました。　

板井先生による研修の様子

障がい児社会見学

　市内在住の障がい児とその家族を対象に、見聞

を広め交流を図ることを目的に「障がい児社会見

学」を行い、87名が参加しました。

　滋賀県長浜方面へ向かい、「ヤンマーミュージ

アム」の見学や、「長浜ロイヤルホテル」でのラ

ンチバイキング、「黒壁ガラス館・オルゴール

館」の散策を楽しみました。

ヤンマーミュージアムの見学

めんめんフェスタに
参加しました  つくしの家
　６月20日（土）に亀山文化会館にて福祉イベント

「めんめんフェスタ」が開催され、つくしの家も

利用者のみなさんとステージ発表に参加しました。

　楽器演奏と合唱で、「上を向いて歩こう」、

「ドレミの歌」、「あの青い空のように」を発表

し、イベントを盛り上げました。

　亀山高等学校、徳風高等学校の協力のもと、市内
２か所の商業施設（亀山ショッピングセンター　エ
コー、オークワ亀山店）において、「福祉ボラン
ティア基金」の街頭募金を実施しました。
　お寄せいただいた募金は、亀山市内で活動する
様々な福祉活動、ボランティア活動の財源に充てら
れます。

　６月23日（火）神辺小学校６年生の教室に
出向き清和の里職員と福祉に関する授業を
行いました。
　社協からはクイズ形式で「社協」とは何
かについての紹介やいろいろな種類の車い
すについて説明をしました。
　清和の里からは施設の紹介と、車いすの
具体的な使い方を説明しました。
　児童の皆さんは熱心にノートを取ったり、
車いすの体験をしていました。

福祉教育とは？
　「　「ふだんのだんのだんのくらしのらしのらしのしあわせ」という視点から、障があわせ」という視点から、障が

いや高齢だけをテーマにするのではなく、自分自身も地

域の大切な一員と考え、学ぶ教育のことです。

　亀山市社会福祉協議会では、市内の学校（小・中・高16

校）を福祉協力校に指定し、福祉教育を推進しています。

　夏休みを利用して、亀山中学校、中部中学校、関
中学校から延べ142名の生徒が市内21か所の福祉施
設において体験を行いました。
　参加した生徒からは、「お年寄りと、どうやって同
じ目線で話をするか、学ぶことができました。」と、
施設での体験や交流を通じて福祉に対する理解を深
めました。

ステージ発表の様子

　８月11日（火）利用者のみなさんの「みんなで夏

を満喫する行事がしたい！」という声から、なか

まの部屋の庭園にて流しそうめん大会をしました。

　利用者さんは「最初は難しかったけど、そうめ

んが取れた時は嬉しかった。」などと話していま

した。厳しい暑さが続く中で、一人一人が楽しい

時間を過ごしました。     

流しそうめんの様子

暑い日を乗り越えよう！
                なかまの部屋

ふだんのくらしのしあわせを学ぶ

授業の様子授業の様子授業の様子

地域に
ねざした
福祉教育へ
福祉教育活動の紹介

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社会福祉協議会活動紹介コーナー
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　舞台発表や模擬店、展示コーナーなど盛りだくさんの
内容で、景品が当たるスタンプラリーも行います。皆様
のご来場をお待ちしております。
と　き　平成27年10月18日（日）9:45～14:00
ところ　亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
　　　　亀山市立医療センター

　皆様にご協力いただいた会費は市内の地域福祉活動の推進に役立てさせていただきます。今後ともご理解ご協力
をいただきますようよろしくお願いいたします。

生活・福祉のお困りごと
ご相談ください  ☎82-7985

去年のオープニングの様子去年のオープニングの様子去年のオープニングの様子
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●採用予定人数　１名
●応募資格　　　昭和55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
　　　　　　　　（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
　　　　　　　　（４）通勤可能な方
●試験（第一次）の日時・場所など　※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。
　　　　　　　　と　　き　平成２7年１１月14日（土）午前９時～　　ところ　市総合保健福祉センター あいあい
　　　　　　　　試験科目　適性検査、教養試験、小論文の各筆記試験
●受付期間　　　平成27年１０月１日（木）～ 平成27年１０月30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、１０月30日（金）必着
●採用予定日　　平成28年４月１日
●申込書の請求・提出、問い合わせ先　亀山市社会福祉協議会　総務係　　ＴＥＬ ０５９５－８２－７９８５
※詳しくは社協ホームページをご覧ください。

　亀山市内における社会福祉功労者の顕彰と記念講演会
を行います。一般の皆様もご参加できますので、ぜひご
来場ください。
と　　き　平成27年11月６日（金）
　　　　　13：00～受付　13：30 開会
と こ ろ　亀山中央コミュニティセンター
　　　　　（亀山市東御幸町63）

記念講演　14：20～
●講　師　順天堂大学医学部
　　　　　泌尿器科学講座
　　　　　客員教授　  　　　
　　　　　【亀山市文化大使】
　　　　　川戸　佳　氏
●演　題
「記憶中心の脳海馬が合成す
る男性・女性ホルモンで認知
症やうつ病に勝てる」
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