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～デイサービスセンター～デイサービスセンター
訪問の事前学習～訪問の事前学習～

施設を訪問する前に社協から高齢者と
の接し方についてお伝えしました。そのあと、ボ
ランティアさんからアロマ精油を使ったハンド
マッサージを教えていただき、利用者さんとより
楽しく交流する準備をしました♪

～デイサービスセンター訪問～～デイサービスセンター訪問～
さて、ドキドキの訪問当日！

最初は緊張していましたが、かんこ踊りを披露
したり、ボランティアさんから教えてもらった
ハンドマッサージで楽しく交流する様子が
うかがえました。利用者さんたちへの手作りの
プレゼントもとても喜んでもらえました。

～訪問を終えての事後学習～～訪問を終えての事後学習～
みんなからの質問をもとに、社協

が施設の職員さんや利用者さんにインタ
ビューを行い、その映像を見て理解を深め
ました。また、施設に行く前と行った後で高
齢者のイメージがどんなふうに変わったか
をみんなで話し合いました。

9月

13日

9月

20日

10月

15日

集大成としてあいあい祭りにも集大成としてあいあい祭りにも
出演してもらいました！出演してもらいました！

交流会でハンドマッサージを終
えたとき、児童が「先生、なんかすごく楽し

い。」と満面の笑みで声をかけてくれました。
利用者のみなさんの「ありがとう」の気持ちが、真っ
直ぐ子どもたちの心の中へ入っていったのだと思
います。心と心が触れ合った素晴らしい交流会

になりました。社協さん・施設のみなさ
んに心から感謝です。

川崎小学校川崎小学校
福祉教育のとりくみ福祉教育のとりくみ

　亀山社協では地域や学校と協働
しながら、子どもたちに“ふくしの
こころ”を育む福祉教育を推進して
います。今年度のモデル校である亀
山市立川崎小学校４年生の取り組
みを紹介します。
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第15回亀山市社会福祉大会を開催しました

第15回亀山市社会福祉大会被表彰者・団体 （敬称略・順不同）

　11月１日（金）亀山市文化会館内中央コミュニティセ
ンターにおいて、市と社会福祉協議会の共催で、「第15
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・来賓を含む150名の方にご
出席いただき、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２社３
団体22名11自治会の表彰を行いました。

　記念講演には、株式会社ミライロ 一般社団法人日本ユニ
バーサルマナー協会 原口 淳 さんを講師にお招きしました。
「ユニバーサルマナーから伝わる『ふだんの くらしの しあ
わせ』」と題し、ご自身の生い立ちや経験から高齢者・障がい
者への向き合い方についてグループワークを交えながらご
講演いただきました。亀山市の更なる地域福祉の推進のた
め、大変貴重なお話しを聞くことができました。

 亀山市長表彰
◆社会福祉関係団体等功労者 ２名
　上　田　金　久　　　 　川　美津子
◆社会福祉施設等功労者 ２名
　别　府　正　樹　　　真　瀬　直　子

 亀山市長感謝
◆社会福祉事業寄附 １社１団体
　明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会
　株式会社スズカ ダスキン神戸支店

 亀山市社会福祉協議会　会長表彰
◆社会福祉施設・団体等功労者 ６名
　豊　田　節　子　　　石　上　美　紀　　　
　浦　野　泰　子　　　小　林　和　子
　雲　井　明　美　　　澤　野　小百合
◆福祉委員功労者 ９名
　増　村　峯　子　　　森　島　慶　子
　内　田　千惠子　　　小　林　悦　子
　櫻　井　とも子　　　髙　橋　輝　子
　岩　間　清　秀　　　明　石　悦　子
　豊　田　厚　子

◆地域福祉活動功労者 １名
　上　田　勇　吉
◆ボランティア功労者 ２名
　山　中　一　子　　　山　中　正　子

 亀山市社会福祉協議会　会長感謝
◆社会福祉事業寄附 1 社２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
　三重県遊技業協同組合亀山支部
◆社会福祉協助者 11 自治会
　みずほ台自治会　　　和田町自治会
　道野自治会　　　　　落針自治会
　南野町第三自治会　　明神自治会
　加太北在家自治会　　小野自治会
　西町三丁目自治会　　東御幸町４自治会
　中町３自治会
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つくしの家・なかまの部屋 ～地域の方々との交流～

ボランティア養成講座 ～ちょこボラ始めてみませんか？～ （11/15）

おやこハロウィンフェスティバル（10/27）

社会福祉協議会 活動紹介

　日常生活でのちょっとした困りごとに対応でき
る「ちょこっとボランティア（ちょこボラ）」の育成
を目的に開催しました。昼生地区まちづくり協議
会の田名瀬寛之さんをお招きし、昨年8月から先駆
的に始められた「フレンドサービス」の立ち上げか
ら現状をテーマに講義をしていただきました。
　田名瀬さんは「助け合いを通して、依頼者と支援
者等とのつながりを活性化させ、地域を元気にする
ことが目的です。」と力強くお話しされました。参加
された54名のまちづくり協議会関係者、民生・児童
委員、市民の方からは熱心な質疑応答の場面もみら
れました。

　生活介護事業所つくしの家・なかまの部屋では、
地域の小学校や民生・児童委員さんとの交流を行っ
ています。つくしの家では白川小学校児童、西部地
区民生・児童委員さん、なかまの部屋では関小学校
児童、関地区民生・児童委員さんとの交流会を年に
10回ほど行っています。
　小学校との交流会では作業やゲームを一緒にし
たり、民生・児童委員さんとの交流会ではカラオケ
大会やレクリエーション大会を行ったりと、笑顔で
楽しい時間を過ごしています。今後も地域の方々と
の交流を通じて、障がいへの理解に向けて取り組ん
でいきます。

　子育て中の親子同士がつながりを持ち、楽しい時
間を過ごすことを目的に、子育て支援「かめのこ」と
の共催で、今年度初めて開催しました。
　19世帯47名の参加者のもと、亀山市食生活改善
推進協議会さんに作っていただいた栄養満点の昼
食を食べたり、亀山絵本と童話の会さんによる人形
劇を見たりと盛りだくさんの一日になりました。

　社会福祉協議会では、地域住民同士が支え合うし
くみづくりについて、無理なく楽しく続けられるよ
うにこれからも地域のみなさんと一緒に考え、支援
していきます。
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地域包括支援センター

「きずな」からのお知らせ

無料点検と言っていた
のに、高額な工事契約
を迫られた。

騙された自分が悪い…？

恥ずかしくて
相談できない…

身に覚えのない
高額な請求はがき
が届いた。

消費生活トラブルにご注意ください‼
　消費生活トラブルに関する相談は全国で年間約90万件前後で推移しています。亀山市
においては、消費生活センターに年間200件を超える相談が寄せられており、そのうち
40％以上が65歳以上の高齢者です。高齢者からの相談の中には認知症など判断能力の低
下によって不要な契約を結んでしまうケースもあるため、特に注意が必要です。

「消費生活トラブルかな？」と思ったらご相談ください。

必要に応じて消費生活センターや警察署など適切な関係
機関につなぎます。

トラブルに巻き込まれないようサロンなど地域の集まり
にて学習会を行いますので、ぜひお声がけください。

亀山地域包括支援センター「きずな」　☎0595-83-3575
市総合保健福祉センター「あいあい」①窓口

／お気軽にご連絡ください／

地域包括支援センター「きずな」では…

つなぐ

相　談

周知・啓発
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善 意 の 寄 付（令和元年９月１日～11月30日まで）
一号館井田川店 様、カラオケ喫茶はるさめ 様、亀山市立白川小学校PTA会長 小川公士 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頂きます。厚くお礼申し上げます。

市総人口　49,737人　65歳以上の人口 13,213人（男性5,902人 女性7,311人）

世帯数　21,620世帯　18歳以下の人口  8,852人（男性4,569人 女性4,283人）

　　　　　　　　　　　高齢化率 26.6％　　　　　　　　　　　　　　　　　  

亀山市の福祉指数（令和元年12月1日現在）

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
☎ 0595－82－7985　FAX 0595－83－1578　
公式HP http://kameyama-shakyo.or.jp　
facebook http://facebook.com/kameyama.shakyo

印刷
株式会社 一誠堂

再生紙を使用しています。

●福祉の就職ガイダンス『フクシでワタシを覗こっ！』

●令和元年度　赤い羽根共同募金　実績報告

福祉・保育の仕事をお探しの方を対象に、就職ガイダ
ンスを開催します。
日時：令和２年１月25日（土）
　　　13時～14時
　　　 「ジブンを覗こっ！」～働き方を計るモノサシを手に入れよう～
　　　14時～16時30分
　　　 「フクシを覗こっ！」
　　　～フクシの魅力をヒントに手に入れる！私の価値観～
会場：三重県教育文化会館　５階　大会議室
　　　（三重県津市桜橋２丁目142）
対象： 福祉・保育に就職希望、または関心のある一般・学生
【申込み・お問合せ】
三重県社会福祉協議会　三重県福祉人材センター
☎059－227－5160

7,172,271円（令和元年12月１日現在）
皆様には、本年度も温かなご支援とご協力をいただきまして、誠にありがとうございます。

　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。
　旧年中は、本会の活動に対しまし
て、深いご理解と格別のご支援を賜

り、心より感謝申し上げます。
　昨年は台風19号等により各地で甚大な被害が発生
しました。被害に遭われた方々に対し、心よりお見舞い
申し上げます。災害の発生に伴い、各地で災害ボラン
ティアセンターが開設され、復旧支援にあたっており、
社会福祉協議会が地域で重要な役割を担っていること
を改めて実感することとなりました。
　また、本会では、地域住民が抱える多様化・複雑化す
る福祉課題に対応できるようCSW（コミュニティソー
シャルワーカー）とともに、平成31年度より第一層の

生活支援コーディネーターを配置し、地域に根ざした
総合的・包括的な相談支援体制の構築に向け、取り組ん
でおるところであります。
　本年も役職員一体となって、市民の皆様の期待と信
頼に応えられるよう本会の法人使命・経営理念・組織運
営方針に基づき、地域福祉を推進する中核的な団体と
して、地域共生社会の実現に向けた地域づくりの推進
により一層努めてまいります。
　市民の皆様には引き続きご支援、ご協力をお願い申
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
会長　　楳谷　英一

新年の
ご挨拶

●新入職員紹介

浦
うらかわ

川　大
だ い き

貴（総務係）
【好きなこと】
旅行・運動・ショッピング

【ひとこと】
　総務係に配属されることに
なりました。
　今回のご縁を大切に、日々
努力していきたいと思います
ので、皆様どうぞ宜しくお願い致します。


