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在宅福祉ネットワーク愛里寿のみなさん



第16回亀山市社会福祉大会を開催しました
　令和２年11月６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
で開催しました。今年度は新型コロナウイルス感染症を考慮し、表彰式のみの開催となり、福祉関係団体、民生委
員・児童委員、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46名４団体３社12自治会の表
彰を行いました。

被表彰者・団体（敬称略・順不同）
 亀山市長表彰
◆民生委員児童委員功労者� ３名
　加藤　德成　　　栗原　栄子　　　小林　智子
◆保護司功労者　� 　１名
　楳谷　英一
◆社会福祉関係団体等功労者� １名
　豊田　節子
◆社会福祉施設等功労者� １名
　小林　和子
◆ボランティア功労者� ４名
　足立　　正　　　渥美　靜子　　　勝田　ミツ
　中村真由美　

 亀山市長感謝
◆社会福祉事業寄附� １名
　西谷　圭一

 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� 10 名
　伊藤　栄子　　　倉田　圭子　　　栗本　暉已
　田中　芳香　　　谷川　博子　　　冨山たみよ
　西村　邦昭　　　林　　定子　　　福田　明美
　龒華　弘道
◆社会福祉施設・団体等功労者� ７名
　打田　亜也　　　岡田　朋子　　　鈴木　伸哉
　河島千登世　　　遠藤ちひろ　　　片岡真由里
　川森さわ子

◆福祉委員功労者� ２名
　若狹　節子　　　 川　由美
◆ボランティア功労者� 15 名２団体
　森谷千津子　　　久野　紀代　　　小林　文代
　古田　光子　　　吉田　　綠　　　谷口　倫子
　三谷　節子　　　小林　知美　　　森田　敦子
　奥野　礼子　　　福島ぬい子　　　松澤　 子
　南浦　房子　　　山木　幸代　　　中川　直子
　亀山民話を語る会
　クローバーの会
　　
 亀山市社会福祉協議会　会長感謝
◆社会福祉事業寄附� １名２団体３社
　株式会社スズカ
　株式会社セブン - イレブン・ジャパン
　コカ・コーラ　ボトラーズジャパン株式会社
　桜井　章
　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� 12 自治会
　辺法寺自治会　　　　　　　　羽若町西野自治会
　加太市場自治会　　　　　　　本町二丁目自治会
　グリーンタウンわだ自治会　　沓掛自治会
　天神第五自治会　　　　　　　東町５の１自治会
　中屋敷町自治会　　　　　　　福徳自治会
　南鹿島西自治会　　　　　　　東町５の２自治会

　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。
　昨年より新型コロナウイルス感染拡大という未曽有
の事態に直面しており、社会情勢も大きく変化してい
ます。そのような状況下においても変わらず地域の絆
を大切にし、活動されている方々や、福祉の現場で働い
ている方々がおり、社会福祉の必要性が高いことをあ
らためて認識しているところです。
　本会としましては、令和２年度よりコミュニティ
ソーシャルワーカー（CSW）が中心となり、複合的な福
祉課題を抱える世帯等に対して、亀山市が配置する相

談支援包括化推進員とともに、分野を超えた多機関に
よる支援が行えるよう包括的支援体制の構築を図り、
課題解決に向け取り組んでい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
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　亀山市ボランティアセンター登録団体�在宅福祉ネットワー
ク愛里寿が、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称えるボランティア功労の厚生労働大
臣表彰を受賞されました。
　約50年にわたって、さまざまな分野のボランティアグルー
プをつなぐネットワーク活動を行うことで、ボランティア相互
の親睦と知識の向上に努められています。長年にわたる幅広い
活動について、お話をお伺いしました。

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らっしゃいます。「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。

これまでの主な活動
■ ボランティア体験教室
　春休みと夏休みの年2回、子どもたちにさまざまな
ボランティアを体験してもらえるよう体験教室を開催。
多い時では、100人近くの子どもたちが集まりました。
■ クリスマス福祉施設訪問
　子どもたちや企業、地域の方々と協力しクリスマス
ケーキを作り、市内外の福祉施設にサンタの服装で訪
問。クリスマス気分を楽しんでいただきました。

現在の主な活動
■ ふれあい教室との交流
　ふれあい教室（適応指導教室）において、夏のおも
ちゃ作りなどのボランティア活動を一緒に行い、楽し
い時間を過ごしています。
■ 手作りおもちゃの製作・寄贈
　高齢者が在宅でできるボランティアとして布ボー
ル、おもちゃ箱、お手玉、マスクなどを製作。完成したお
もちゃは子育て支援センター（あいあいっこ・あすれっ
こ）市内保育園、幼稚園等に寄贈するなどして高齢者の
生きがいにもつながっています。

　長く続けてこられたのは、関わってくださるすべてのみなさん
のおかげだと思っています。次の世代の人たちに期待しつつ、今後
も何か役に立てることがあれば、お手伝いしていきたいです。

ふく しだんのらしの あわせ

最前線！

団体発足から団体発足から

50年!50年!厚生労働大臣表彰受賞

在宅福祉ネットワーク愛里寿

■ 福祉施設イベント等でのブース出店
　わたがしやかき氷、ポップコーンなどを無料で提供。
市内外福祉施設のイベントにおいて、ボランティアと
して貢献してきました。

■ 福祉施設への訪問
　新型コロナウイルス
感染症拡大前は、福祉施
設のレクリエーション
の時間等に利用者さん
と一緒に手芸をしてい
ました。現在は、施設内

に入ることが難しく、材料を施設職員さんにお渡しす
るなど、引き続き楽しんで
もらえるよう工夫してい
ます。

在宅福祉ネットワーク愛里寿在宅福祉ネットワーク愛里寿
代 表代 表　明石　澄子 　明石　澄子 さんさん

手作りおもちゃ贈呈式の様子
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障がい理解への取り組み

各団体への支援

 障がい者スポーツを体験してみよう！（福祉教育推進助成事業） 
　福祉教育推進助成事業モデル校である川崎小学校３年生を対象に、三重県身体障害者総合福祉セン
ターから講師をお招きしてボッチャ体験を行いました。障がい者スポーツを通じて、障がいのある

なしに関わらずつながりあえることや、普段の生活の中でも
ちょっとしたことに気づいて、工夫することの大切さを学んで
もらうことができました。

 『障がいがある』ってどんなこと?? （福祉委員研修会） 
　福祉委員さんに「障がい」について理解を深めていただくため、障がい理解についての研修会を今
年度初めて実施しました。亀山市健康福祉部地域福祉課障がい者支援グループ、障害者総合相談支援

センター「あい」から講師をお招きし、亀山市の障がい者福祉
情勢について、障がいについての基礎知識などを事例を交えな
がらお話しをいただきました。今回の研修を日頃の見守り活動
などに生かしていただければと思います。

　障がい者支援に携わるボランティアセンター登録団
体や当事者団体等がより活発に活動できるよう、コー
ディネートや活動の周知、各種助成金を活用した支援
等を行っています。

ともに暮らせるまちを目指してともに暮らせるまちを目指して
～ 亀山市社協　障がい福祉の取り組み ～

亀山市立川崎小学校
３年　小島　詩乃 さん

関宿まちづくり協議会
きずな部　岡田　律子 さん

ボッチャは、とても難し

かったけど楽しかったです。

ちょっとした工夫をすることで、障

がいのある人もない人もみんなが

一緒に楽しめるんだ！と初めて

知ることができました。

障がいのある方もな
い方も地域で生きることが
大切なんだと感じました。誰も
が自己実現できるやさしい社会に
なるように、福祉委員はそういっ
た方々と地域をつなげること
ができればと思います。
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　亀山市においては、障がい者手帳を所持している方が令和２年３月時点で、2,555人いらっしゃいます。
人口の約5.2％を占め、およそ20人に１人が何らかの障がいを抱え、同じ地域で生活しています。
　亀山市社会福祉協議会では、地域共生社会（ともに支え合い　ともに暮らせる　ふくしのまち）の実現に
向けた地域づくりの推進を目指し、障がいに関するさまざまな取り組みや事業をおこなっています。

障がい福祉サービス （障害者総合支援法に基づくサービス）

その他

●日常生活自立支援事業
　知的・精神障がいのある方等が地域で安心し
て生活できるよう、福祉サービス利用援助や日
常的金銭管理、書類等の預かりサービスを行っ
ています。
●福祉移送サービス事業
　寝たきりや歩行障がいなどにより、自家用車、
バス等での外出が困難な方を対象に、通院など
の送迎を行っています。

 通 所 
●生活介護事業（つくしの家・なかまの部屋）
　自立した日常生活や社会生活を送ることがで
きるよう、1人ひとりのニーズや能力に応じて、
食事や排泄等の介助、健康管理、生産活動や余暇
活動の機会を提供します。さまざまな活動を通し
て、仲間との時間の共有やコミュニケーションを
支援しています。
　また年に数回民生委員・児童委員さんや小学校
との交流会を行うなど地域の方々との交流を通
じて、障がいについての理解が広まるよう取り組
んでいます。

●日中一時支援事業
　障がいのある方の日中における活動の場を提
供し、家族の就労支援や日常的に介護している家
族の一時的な休息ができるよう支援します。

●成年後見制度の利用促進
　成年後見制度を利用しやすいよう相談に応じ、
制度説明や申立支援などを行っています。
●福祉機器貸出事業
　歩行が困難な方に対して、車イスや歩行器を
無料で貸し出ししています。

 訪 問 
●居宅介護事業
　支援が必要な方に対して自宅で入浴、排泄、
調理、洗濯など生活全般にわたる居宅介護を行
います。

●同行援護事業
　視覚障がいの方に対して、
外出するための移動支援を
行います。

 相談支援 
●特定相談支援事業・障害児相談支援事業
　障がいのある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、福祉サービスの利用な
どのお手伝いをします。

ハロウィンは仮装で大盛り上がり♪
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善 意 の 寄 付（令和２年９月1日～令和２年11月30日まで）
カコ&カナリヨガサークル 代表 竹島 愛佳様、安全文化村様
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　49,525人　65歳以上の人口 13,310人（男性5,949人 女性7,361人）

世帯数　21,627世帯　18歳以下の人口  8,762人（男性4,533人 女性4,229人）

　　　　　　　　　　　高齢化率 26.9％　　　　　　　　　　　　　　　　　 �

亀山市の福祉指数（令和２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。

●認知症サポーター養成講座を開催します！
■ 認知症サポーター養成講座
と　き　令和３年２月16日(火)
　　　　午後２時00分～３時30分
ところ　総合保健福祉センターあいあい２階
　　　　大会議室
対象者　市内に在住、在勤、在学の人
内　容　・認知症とはどういうものか
　　　　・認知症の人や家族に接するときの心構え�など
定　員　30人程度
参加費　無料
申込期限　令和３年２月15日(月)

■ ステップアップ講座
と　き　令和３年３月４日（木）
　　　　午後２時00分～３時30分
ところ　総合保健福祉センターあいあい２階
　　　　大会議室
対象者　�市内に在住、在勤、在学の人で、これまでに

認知症サポーター養成講座を受講した人
内　容　・認知症サポーター養成講座の復習
　　　　・現れる症状の原因とその対応
　　　　・地域での活動事例　など
定　員　30人程度
参加費　無料
申込期限　令和３年２月22日（月）

申込先　亀山地域包括支援センター�きずな
　　　　☎83－3575

認知症サポーターステップアップ講座とは？
　認知症サポーター養成講座を受講し、オレンジリング
を持っているけれど、「自分に何ができるかわからない」
「地域で何か活動したい」と思っている方を対象に、更に
詳しい認知症に関する知識や対応について学びます。

●�令和２年度　赤い羽根共同募金　実績報告

6,974,156円（令和２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。

●入れ歯リサイクル事業にご協力ください
　使わなくなった「入れ歯」をご寄付ください。リサイクルをし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に役立てられます。ぜひ、ご協力をお願いいたします。

リ サ イ ク ル 対 象

①�入れ歯
�歯にかぶせた金属
�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

入れ歯回収場所
● 総合保健福祉センターあいあい
　（西口玄関自動ドア横）
●社会福祉センター


