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新年のごあいさつ
年頭にあたり、謹んで新
年のご挨拶を申し上げます。
町民の皆様には、よき新
春をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
また、旧年中は社協会費
をはじめ、本会の活動に対
しご支援ご協力を賜り誠に
ありがとうございました。
新型コロナウイルスの影
響を受け、予定していた事
業が規模縮小や中止を余儀
なくされるなど、大変ご迷
惑をおかけしています。

明けましておめでとうご
ざいます。皆さま健やかに
新春をお迎えのこととお慶
び申し上げます。
また、皆様には、れんげ
草を利用していただきます
こと、誠にありがとうござ
います。
介護保険事業所れんげ草
は小川郷地区、一之瀬地区
の介護の拠点として年々利
用する方が増えており、地
域を支える大切な施設の一
つとなっています。
しかし、昨年より広がり
を見せているコロナウイル
ス感染症は終息の目途が見

まだ暫くは感染対策を要
する日々は続きそうですが、
早期にワクチン接種の安全
性が実証され、一日も早い
終息を願うところでござい
ます。
本年も、地域福祉活動計
画に掲げる「お互いさまで
支え合い 自分らしく暮ら
せるまち」を基本理念に、
誰もが住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることが
できるよう、地域福祉向上
のため役職員一丸となり努

えず、ご利用者、ご家族の
皆様にもマスクや消毒、日
頃の健康管理などにご協力
いただいていますこと深く
感謝申し上げます。
このような状況の中、ご
利用いただく皆様には、心
身の状態に配慮し、安心し
てご利用いただけるよう職

力を続けてまいりますので、
なお一層のご支援ご協力を
お願い申し上げます。
結びに、皆様にとりまし
て、この一年が幸多き年と
なりますよう心からお祈り
申し上げ、新年のごあいさ
つとさせていただきます。
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１２月６日に度会町ボラ
ンティアグループ連絡会に
よる缶・ゴミ拾いがあり、
町内のボランティア５グル
ープの４６名が参加し、早
朝から町内各地に分かれ行
いました。この活動は「我
がまちをきれいに」を目的
に毎年行っています。
参加者は、「ポイ捨てに
よるゴミがなくなって、町

内がきれいになることが嬉
しい」「年々ゴミの量は減
っていっているような気が
する」と話しながら拾って
いました。
よりきれいな度会町にな
ることを願って、度会町ボ
ランティアグループ連絡会
は活動を続けたいと思いま
す。

元旦

度会町社会福祉協議会
会長 縄手一郎
第６９回三重県社会福祉
大会が開催され、長年にわ
たり社協の理事として社会
福祉事業の推進に貢献され
た、大釋五美様と西村ヒロ
ミ様が三重県社会福祉協議
会 井村会長より社会福祉
協議会・民間社会福祉団体
功労表彰が贈られました。
員が一丸となり取り組んで
まいります。今年もひとり
でも多くの方の笑顔が見ら
れる楽しいデイサービスを
目指しますので、よろしく
お願い申し上げます。
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１２月１７日に地域福祉
センターにおいて、度会町
商工会より３人用ソファを
２台寄贈していただきまし
た。
このソファは、１０月１
８日に開催された『度会町
商工会チャリティーゴルフ
大会』の募金によるもので

今年度は、コロナ感染症
拡大防止により大会を縮小
したため、１２月の理事会
において縄手会長より表彰
状と記念品が伝達されまし
た。

す。
れんげ草で大切に使わせ
ていただきます。

缶拾いをする
ボランティア

１２月３日に中央公民館
にて度会町老人クラブ連合
会単位クラブ会長会議が開
催され、本部役員含め、２
９人が参加しました。
今回は、伊勢警察署生活
安全係長 政光孝さんと、
伊勢度会地区生活安全協会
局長 御村歳廣さんをお招
きし、『振り込め詐欺など
の手口と対処法について』
『防犯対策について』と題
し、特殊詐欺の対処法や、
被害にあわないために自宅
などで備える防犯対策につ
いてお話をしていただきま
した。ＤＶＤを上映し、実
際に伊勢市近隣であった被
害などの事例を踏まえなが
ら対処法を分かりやすく解
説していただきました。
また、今年度は新型コロ
ナウイルス感染防止の観点
から度会町老人クラブ連合
会大会が中止となり、例年
大会の式典において長寿者
の表彰を行っていましたが

【功労者】
牧戸福寿会
棚橋老人クラブ
栗原老人クラブ

清水 幸子様
中村 嘉一様
小野 栄士様

【優良老人クラブ】
牧戸福寿会
【長寿者表彰 ５０音順】
１００歳 尾嵜 千代様
（当津）
亀田 カン様
（麻加江）
中西 登志子様 （長原）
９５歳 尾嵜 ます様
（茶屋広）
河村 鈴様
（茶屋広）
早川 かず様
（立岡）
細谷 イトノ様
（麻加江）
米田 正男様
（駒ケ野）

１２日 食事サービス

通所介護事業所における高齢者の介護、送迎業務

中川
中田
西村
西村

美幸様
いと様
嘉代様
志な様

試験
内容

（五ケ町）
（上久具）
（和井野）
（小川）

その他
今年度は会議の中で表彰と
なりました。
受賞者は、功労者３名、
優良老人クラブが１クラ
ブ、長寿者表彰１２名の
方が表彰され連合会長よ
り、各単位クラブの会長
に賞状が手渡され、会議
は終了しました。

1９日 食事サービス

９日 食事サービス

業務
内容
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場所
提出
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1８日 民生児童委員定例会

５日 食事サービス

介護職員（正規職員）

資格

16日 食事サービス

２日 食事サービス

職種

日

2６日 食事サービス

時

月

日（水）

午後１：３０～３：３０
場

所

相談員

度会町地域福祉センター
弁護士 北岡雅之 氏

※事前に度会町社協へ予約が必要です。
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の

介護福祉士又は社会福祉主事
普通自動車運転免許（AT限定可）
※今年度取得見込みの者
度会町地域福祉センター（度会町社会福祉協議会）
受付期間 令和３年２月３日（水）必着 ※郵送可
自筆履歴書（３ヶ月以内に撮影した写真貼付）
資格書（コピー）※取得見込み書
試験日： 令和３年２月１２日（金）
場所 ： 度会広域連合２階 会議室
時間 ： 午前９時００分～
科目 ： 作文・面接試験
採用予定日
令和３年４月１日
問い合わせ先
社会福祉協議会事務局

担当

中村

ボランティアグループ『
つくしの会』が長年にわた
る活動の功績が認められ三
重県知事より表彰されまし
た。
１２月１７日（木）度会
町役場において町長より表
彰状と記念品が贈られまし
た。
この賞は、多年にわたり
福祉の向上に貢献された団
体や個人が表彰されるもの
です。
つくしの会は、昭和６２
年３月に発足し今年で３４
年を迎えます。主な活動内
容は、食事サービスにおけ
る調理、美化活動、まつり

TEL0596-62-1117

における出店、募金活動、
保育所や福祉施設の交流会
などです。
つくしの会代表清水幸子
様より「表彰していただき
ました事をとても光栄に思
っております。先輩の皆様
が築き上げた土壌があって
こそ今のつくしの会があり
ます。人生を輝かせ豊かに
生きようをスローガンに楽
しく活動していきたいと思
います」とお話を頂きまし
た。これを機にさらなるご
活躍と発展にご期待申し上
げます。受賞おめでとうご
ざいます。

