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老人デイサービスを利用
している亀田カン様が８月
１３日に１００歳の誕生日
を迎えられました。みんな
でカン様のご長寿をお祝い
しました。
「カンさん１００歳の誕生
日おめでとうございます」
の祝福に「ありがとうござ
います。ここまでよう生き
やしてもうた。助けてもう
て生きやしてもうて嬉しい
です。先祖さんやみなさん
のおかげです」と、少し恥
ずかしそうにされながらこ
たえて下さいました。

８月３日に度会町介護者
の会のリフレッシュ事業で
栗原にある小野栄士さんが
栽培する畑へブルーベリー
狩りに出かけました。畑に
は列ごとに様々な品種が植
えられていて「いろいろ食
べたみたい」とみなさん食
べ比べを楽しんでみえまし
た。小野さんによると実が

協

長生きの秘訣は「ぼつぼ
つと健康に気を付けて百姓
をすること」で、今も暇な
時には草引きをされている
そうです。足腰も丈夫で、
老人車を押して軽快に歩か
れ、レクリエーションにも
手足をしっかりと動かして
参加されています。
その元気の源は「好き嫌
いせずに、出してもらった
ものは何でも食べること」
だそうです。
レ
ク
リ
エ
ー
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ョ
ン
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の
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大きくて、手で簡単に取れ
るものが甘くて美味しいと
教わり、参加者のみなさん
は、美味しそうなブルーベ
リーを見極めながら、「ブ
ルーベリーってこんなに甘
いんやな」「実が大きくて
おいしい」「お昼ご飯いら
ないぐらい食べてしまう」
と会話しながら、ブルーベ
リー狩りを楽しみました。

情
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「これからも頑張って下
さい」とのたくさんの激励
に、「明日の日もわからへ
んのにどうなるかはわかり
ませんが、これからも元気
に楽しみのデイサービスに
来さしてもらいたいです」
と笑顔でこたえられました。
最後に花束と１００歳を
記念して撮影した写真入り
の写真立て、歌をプレゼン
トさせて頂きました。
カン様、これからもお元
気でお過ごしください。
益々のご長寿をお祈りし
ております。

今回はコロナウイルス感染
予防の為、午前中のみの開催
となりましたが、充実した一
日となりました。
畑
の
前
で
記
念
撮
影

れんげ草では、８月５日
(水)、６日(木)に夏祭りを
開催いたしました。例年で
あれば、よさこい、マジッ
クショー、盆踊り、時代劇
など大勢のボランティアさ
んにご協力いただき、楽し
ませていただいていました
が、今年は新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大予防
の観点から、外部の方との
ふれ合いもできず、少し淋
しい夏祭りになってしまう
かと心配していましたが、
職員一同力を合わせ、楽し
んでいいただけるような企
画をしました。

８月６日に福祉体験教室
があり、中学生４名と先生
２名が参加されました。
視覚障がい者の辻本和仁
さんを社協に迎え、体験談
を聞きました。
辻本さんは、ご自身の生
いたちや、仕事をされてい
た頃の話、現在の生活で困
っていることなどの話をし
ていただきました。

辻本 和仁さん

昼食は、海鮮ちらし寿司
弁当にそうめんと、見ても
楽しめる食事をいただきま
した。
まつりの最初は利用者の
皆さんと職員で東京音頭を
踊り、まつりらしくなった
ところで魚釣りゲームを行
いました。

皆さんが頑張って紙袋で
作った魚やお菓子の詰め合
せ釣りはとても盛り上がり
ました。
次に人生すごろくを行い
ました。マスには、『いつ
かやってみたいこと』や、
『お盆で食べる料理』など
が書かれており、利用者の
皆さんに発表していただき
ました。昔話などで盛り上
がり、皆さん笑顔がこぼれ
ていました。
最後においしいおやつで
一息ついていただき、夏祭
りは幕を閉じました。楽し
い夏祭りだったと、思い出
していただけたらと思いま
す。

魚釣りゲームを楽しむ利用者さん

その後実際に、見えにく
さをカバーしてくれるもの
として、パソコン、タッチ
ボイスなどの用具の説明と
操作方法を教えていただき
ました。また、歩行介助の
際の手引き歩行の方法も教
えていただきました。実際
に部屋の中を辻本さんを誘
導し、介助方法を体験しま
した。
体験教室での振り返りの
中で「今まで困っている人
を助ける時にどうやって手
伝えばいいのか方法が分か
らなかったけど、今日体験
させてもらったことを今後
活かしていきたいと思いま
す」といった感想や、「今
は技術が発達して、生活が

しづらい人にも助かる用具
が増えているんだなと思い
ました。これからももっと
増えていってすべての人が
過ごしやすく楽しい生活が
できるようになるといいな
と思いました」といった感
想をいただきました。
また、辻本さんが話して
みえた「ものが見えなくな
るにつれて、以前はみえな
かったものがみえるように
なってきました。以前は知
らなかったことを知ったり
できなかったことができる
ようになりました。『みる』
には診る、視る、看るとい
った様々な意味があります」
といった言葉が印象に残り
ました。

本年度も多くの方々に賛同いただき、貴重な会費を納入していただきました。ご協力いただきました皆様には
心からお礼申し上げます。皆さまからお寄せいただきました会費は、社協活動の貴重な財源として度会町の地域
福祉の推進のため、各種福祉事業に活用させていただきます。
今後とも、会費の趣旨をご理解いただき、社会福祉協議会の活動に対し、温かいご支援とご協力をお願い申し
上げます。
令和２年度の実績
総額2,482,000円
一

般
件数

正会員

（1,000円）

特別会員 （2,000円以上）
その他
小

計

1,825
68
10
1,903

企
金額

1,825,000 正会員 （1,000円）
180,000 特別会員 （2,000円）
11,000 賛助会員 （3,000円以上）
小 計
2,016,000

業
件数

3
7
106
116

総

金額

3,000
14,000
449,000
466,000

1,828,000
194,000
460,000
2,482,000

２日 食事サービス

１３日 食事サービス

６日 食事サービス

１５日 民生児童委員定例会

８日 福祉体験教室

１６日 食事サービス

【度会小学校】

２０日 食事サービス
２３日 三重県社会福祉大会
食事サービス
２７日 食事サービス
３０日 食事サービス

種

勤務時間
資格

計

丸二製茶、（株）ウエムラ、喜多製茶、（有）山口製茶、大西歯科、（株）新生わたらい茶、(有)世古林業、
（株）丸中林業、ヘアーサロンヨシダ、医療福祉複合型施設 わたらい、新三重精工（株）、（株）中野建築
丸信製茶、（有）畑中自動車、カラオケ喫茶きせつ、（有）畑中製茶、東谷自動車、おどり場、慶林寺
岡田建材店、山西商会自動車整備工場、（有）坂本土木、度会運送（有）、（株）アイ・コーポレーション
細渕防水、南島コンクリート（株）度会工場、イトーファクトリー、鳥羽酒店、森組岡村班、岡村石油店
（有）大河内、Ｃ．Ｐ．Ｓくりはら、鳥源度会店、南和建設（株）、割烹つつみ、森本医院、若宮電工
内城田商事（株）、福井歯科医院、ネイション産業（株）、（有）レユシール、西村産業、（株）高橋建築
（有）クリュ、松本寝具店、（有）山本自動車工業、伊藤建築鈑金、久保畳装飾店、喫茶セト、岡村石材
釜谷商店、（有）尾崎電化センター、広美屋商店、丸中製茶（有）、膳、田園、コスモエコパワー（株）
クリエイトヒーリング、横山鍼灸整骨院、（有）大西自動車整備工場、㈲テクノサービスサカタニ
（株）原口伊勢工場、かおり弁当、ＪＡ伊勢度会支店、クレセール(株)、ECOLO若商、山本金型（有）
越智ファミリークリニック、西川整形外科、宮川車輌、Ｔｅｎ－ｍｉｎｄ美容室、度会自動車（有）
福翠園、度会生花、（株）久光工業、南島清掃（有）、ケアハウス伊勢度会彩幸、いせしま森林組合
ヘアーサロンツムキ、（有）尾崎タイヤ、サロンド宏香、（有）中野鈑金、ファミリーマート度会大野木店
（株）中野組、鰻はましん、リップ歯科クリニック、西金商店、西村造園、あんふぁん、油家電気工業（有）
（有）三重板金工業、鈴木水産（有）、中野決司法書士事務所、（株）荻田建設、インテリア東出
はせ川、つり具（有）マツモト、（株）東出林業、小俣産業、ナカムラ産業（有）、藤原表具店、中井商店
虹橋食堂、類農園（有）三重農場、（有）ナカコー、小松工業、（株）山下、（有）杉本工務店、小野産業
特別養護老人ホームかりん、飯田林業（株）、（有）尾崎水道、森組小林班、尾崎自動車工業所
庄司純史司法書士事務所、司法書士行政書士おくの事務所

９日 食事サービス

職

給与
待遇

①介護支援専門員（正規職員）
②デイサービスの介護職員（臨時職員）
①月曜～金曜

８：３０～１７：１５

②月曜～金曜

８：３０～１７：１５

(月１回土曜出勤有)

①介護支援専門員
①②普通自動車免許
①月給

１８万円～２３万円

②日給

７，４００円～

※資格により日給が異なります。

①②賞与有、各種社保完備、交通費、制服貸与
マイカー通勤OK、交通費(規定)支給
・電話にて連絡後、履歴書、資格証明書のコピーを社会福祉

その他

協議会まで郵送またはご持参ください。
・パート希望の方も相談に応じます。
☎６２-１１１７

担当

働きやすい職場です！
ご応募お待ちしてます！

法律に関する心配ごと、悩みごを抱えている方の
相談を行いますので、お気軽にご相談ください。

中村

