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福祉教育一年間のあゆみ

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

ささえたい、
わたしたちのまち
6 月 23 日
清和の里へ訪問する前の事前学習をし
ました。まず「社協」について勉強をし
ました。その後いろいろな種類の車いす
があることや、施設に行くときの心構え
を勉強しました。清和の里の職員さんも
お話しに来てくれました！

10 月 13 日
通学路のバリアフリーマップを作る前
の事前学習として、車椅子に乗ったり、
高齢者疑似体験セットを使ってお年寄り
になった時に、身体を動かすとどんな感
じになるのかを勉強しました。

10 月 17 日
事前学習で勉強したことを思い出しな
がら、いつも歩いている通学路のバリア
フリーマップを作りました！地域の自治
会長さん、民生委員さん、福祉委員さん
も来てくれました！

1 〜３年生は学校に着いた後は、体育
館で色々な福祉の体験をしました。
車椅子の体験や福祉ロボット「ドコミャ
ン」との会話や、車椅子に乗ったまま乗
れる大きな車を見て、困ったことがあっ
ても周りの助けがあれば楽しく生活でき
るということを勉強しました。
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2 月 20 日
認知症キッズサポーター養成講座を受けて、地域で認知症の人を支える応援者になりました！

福祉教育とは？

ふだんのくらしのしあわせという視点か

ら、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。亀山社協では、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。

指定し、一年間を通して児童や先生と関わり
を持っています。
亀山社協では今後も福祉教育を通して地域
に福祉の理解者が増えていくよう取り組んで
いきます。

また、今年度から神辺小学校をモデル校に
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H28年4月1日より始まります！
！
指定特定相談支援事業所・
障害児相談支援事業所を開設します。
障がいをお持ちの方が地域で生活していくために必要なことを一緒に考え、サービスの利用などのお手伝いを
する事業です。

相談
専門スタッフがお伺いし、相談をお受けします。いろいろなお話を聞かせてください。

関係する福祉サービス等の情報提供
ご本人の状況や希望を確認して日中活動の場や住まいなど、使える支援の方法を考えて行きます。

生活に必要なサービスの手続支援
サービス等利用計画（案）の作成及び利用するサービス事業所等との連絡調整を行います。

サービスの見直し
サービスの利用状況を確認し、利用計画の見直しを行います。

利用できる方
亀山市、鈴鹿市にお住まいの身体障がい者、知的障がい者、
精神障がい者、障がい児、難病等対象者及びそのご家族など。

相談支援専門員

奥山

問い合わせ先
亀山市社会福祉協議会

専門スタッフが
一緒に考えます。
どうぞお気軽に
ご相談ください。

暢子

指定特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所

電話：９６−８０７８

成年後見制度の利用についてのご相談を受けます。
平成28年度より、成年後見制度の利用支援、相談支援、制度の普及啓発を行います。
「制度そのものの利用方法がわからない」「申請手続きがわからない」などお気軽にご相談ください。

問い合わせ先
地域福祉係

電話：８２−７９８５

関地区民生委員との交流会
……なかまの部屋 ２/25

今年度３回目となった今回の交流会では、利用
者さんがお世話になっている民生委員さんに感謝
の気持ちを表しました。昼食で用意したおにぎり
や焼きそばは、利用者さんの手作りで、民生委員
の皆さんは「美味しい！」と言いながら、笑顔で
食事していました。
また寸劇では、なかまの部屋オリジナル「おむ
すびころりん」を演じましたが、常に笑いの絶え
ない劇となり、大いに盛り上がりました！
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平成28年度助成事業の募集を行います。
募集期間

平成28年４月１日〜４月28日まで（受付時間は土日、祝日を除く８時30分から17時15分まで）

※各助成事業の申請書は、窓口またはホームページからダウンロードできます。

「ふれあい・いきいきサロン」
「子育てサロン」助成事業
「ふれあい・いきいきサロン」「子育てサロン」を行っている、またはこれから始めようとしている団体に対
して助成を行います。
助成金額

１団体につき年間２万円以内

（※初回申請の団体は年間３万円以内）

対象団体

以下のすべてにあてはまり、５人以上で組織する団体

①おおむね75歳以上の方、障がい者、子育て中の親子やボランティアなど自主的に活動している集まり（老
人クラブ、子ども会などは別組織とします）
②月１回以上、おおむね１回２時間以上の開催
③原則として個人負担（食事代、材料代など）

共同募金配分金助成事業
社会福祉の向上を目的とする事業並びに地域住民のニーズに基づく地域福祉事業等に要する経費で、公的補
填のないものに対して行います。
※ただし、次のものは除きます。
①役員会、総会、大会経費及び職員の人件費等、団体の運営に要する経費
②２県以上にまたがる地区を対象とした大会や会議に要する経費
③他団体から委託を受けた事業の経費補填
④その他、社会福祉を目的とする事業と認めがたい事業の経費
上記２つの助成事業は、市民の皆様からご協力いただきました赤い羽根共同募金を財源としています。

亀山市ボランティア基金助成事業
ボランティアセンターに登録している、またはこれから登録しようとしているボランティア団体及び個人を
対象に、社会福祉の向上のために行う福祉ボランティア活動に要する経費で、公的補填のないものに対して行
います。
ボランティアセンターに登録すると、ボランティア基金やボランティア活動保険の助成を受けられる他、ボ
ランティアルーム及びロッカーの使用や活動を紹介することで、グループのPRにも繋がります。

地区福祉委員会に関する意見交換会

３/４

皇學館大学の板井先生を進行役にお招きし、「ヒラ
メキカードで地区福祉委員会活動の未来を考えあって
みましょう！」をテーマに意見交換会を開催しました。
各まちづくり協議会、コミュニティや福祉委員会で、
普段中心となって活動されている38名の方にご参加い
ただきました。
今回初めて開催しましたが、ヒラメキカードを活用
して活発な意見やアイディアが出ていました。
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● 元公証人（弁護士）による法律相談および心配ごと相談をご利用ください。
相 談 名

元公証人（弁護士）による法律相談

相談日時

心配ごと相談

毎月第２、４金曜日

午後１時～３時

相 談 内 容 相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律相談

生活上のあらゆる心配ごと、困りごと

場

あいあい１階

所 あいあい１階 個別相談室

申 込 等

相談室２

原則予約制ですが、当日申込可。費用は無料です。

◆公証人とは、裁判官や検事、法務局長などを長く務めた法律実務経験豊かな者の中から、法務大臣が任命する法律の専門家です。
◆心配ごと相談員とは、社会福祉協議会から委嘱を受けた、相談援助の豊富な経験を有する方です。

●入れ歯リサイクル事業にご協力ください。
不要になった「入れ歯」をご寄付ください。リサイクルをし

入れ歯回収場所

たその収益金がユニセフを通じて世界の子どもたちへの支援

●総合保健福祉センターあいあい

に役立てられます。ぜひ、ご協力お願いいたします。

（西口玄関自動ドア横）

リサイクル 対 象

●健康づくり関センター

歯にかぶせた金属
① 入れ歯

歯に詰めた金属
歯と歯をつないだ金属

② 使っていないアクセサリー

Facebook はじめました！
いつも更新している職員です！
服部

田

川原

小笠原

待田
クリッ
ク

亀山社協

善 意 の 寄 付 （平成２7年12月１日〜平成２8年2月29日まで）
櫻井 潤一様、鈴鹿農業協同組合様、ボーイスカウト亀山第４団様、古河電気工業労働組合三重支部様、
城北ナイスフレンズ様、三重県遊技業協同組合亀山支部様、亀の会様、在宅福祉ネットワーク愛里寿様、
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、横山 正様
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。

亀山市の福祉指数（平成２8年3月１日現在）
市総人口
世帯数

49,696人

65歳以上の人口 12,641人（男性 5,633人 女性 7,008人）

20,630世帯

18歳以下の人口 8,958人（男性 4,593人 女性 4,365人）

印刷
株式会社 一誠堂

高齢化率 25.4％
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

TEL 0595 82 7985

〒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

FAX 0595 83 1578 URL http://kameyama-shakyo.or.jp

