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日 時 月 日（金）午後１時３０分～３時

度会町中央公民館 研修室

アロマサロンスクール

リプラス 中井 氏

３月１２日（金） 定員２０名

新年を迎え、障がいデイ
サービスでは、利用者の皆
さんと「今年の思い」につ
いてじっくりと考え、それ
ぞれ紙に綴っていただきま
した。皆さんの思いを拝見
すると、「みんなで仲良く
したい」「早くディズニー
ランドに行きたい」「いろ
んな所に出かけたい」など、
早くコロナに終息を…と、
強い願いがあるように思い
ます。
今年はそんな願いも込め

て１月１８日に内城田神社
へ参拝に行く事になりまし
た。この日は天候に恵まれ
参拝日和で、みんなで境内
にあがり、両手を合わせし
っかりとお願いをしてきま
した。

場 所

講 師

〆 切

【お問合せ・お申込み】

度会町社会福祉協議会☎62-1117 担当:上村

１月１９日に度会町介護

者の会リフレッシュ事業で

講師に三重ヤクルト販売株

式会社の石田様をお招きし

会員７名とおなかの健康に

ついて学びました。

内容は、腸内に棲む菌の

お話、腸の役割、健康的な

排便習慣についてでした。

実際に模型を使い腸の長さ

を見たり、触ったりしなが

ら、腸の重要性や排便の大

切さをクイズを交えながら

お話していただきました。

日頃、障害者相談支援専
門員の仕事の中で、児童（
１８歳未満）をもつ保護者
の方々から様々な声を聞か
せてもらう機会が多くあり
ます。そんな声を受けて、
同じ心配や悩みを持つ保護
者同士が気楽に話すことで
ほっと出来る時間につなが
ればと思い１月２３日に、
町内にお住いで療育に通う
児童の保護者の方を対象に

今回の介護教室は元看護師の先生によるアロマ講座です。

アロママッサージがもたらす効果など医療の観点からの説明

や実際アロマを使ってのマッサージなど体験をしていただき

ます。

例年に比べ短い時間でし
たが、今年もみんなで参拝
できたことを嬉しく思いま
した。
コロナウイウス感染症が
流行りだし１年が経ちまし
た。この１年間感染予防と

してマスクの着用、手洗い、
消毒を行い、上手く出来な
い方には、マンツーマンで
徹底して行ってきました。
その為、今年は体調を崩し
休まれる方はいなくなりま

した。

また、予防にむけて皆で

頑張り合うことで、団結力

が生まれ、良い関係を少し

ずつ築くことができたよう

に思います。コロナ禍で、

大変なことが多いですが、

良いことや希望を見出しな

がら、今年も皆で仲良く頑

張っていきたいと思います。

今
年
の
願
い
は…

『おしゃべり会』を開催し
ました。
コロナ禍の中、開催の可
否について悩みましたが、
コロナ対策をきちんと行い
小人数で開催し、５名の保
護者の方に参加いただきま
した。
子育ての悩みや、こんな
支援があるといいな、など
の意見も積極的に出してい
ただき、あっという間に時

間が過ぎてしまいました。
今後、会の名前を参加者
に決めていただき、次年度
からも定期的に開催してい
ける会になればと考えてい
ます。

小腸の長さのクイズでは、

正解が皆さんが思っている

より長くとてもビックリさ

れていました。模型を持っ

た参加者さんは「腸ってこ

んなに重いんや」「小腸っ

て６ｍもあるなんてすごく

長いんやな」など話されて

いました。

最後に腸のマッサージを

教えて頂き、みなさんで一

緒に行いました。

介護されているみなさん、

一人で悩みを抱え込んでい

ませんか。社会福祉協議会

では介護者の会の活動を支

援しています。

話
を
聞
く
参
加
者



　

　

　

街頭募金（募金箱）

職域募金

学校募金

企業募金

２日 食事サービス １９日 介護教室

４日 福祉推進員研修会 ２３日 食事サービス

５日 食事サービス ２６日 食事サービス

９日 食事サービス ２７日 地域お助け隊隊員会議

１２日 食事サービス ３０日 食事サービス

１６日 食事サービス

１８日 民生児童委員定例会

１９日 食事サービス

合　　　計

募　金　種　別 件　　数 実 績 額（円）

一
般
募
金

戸別募金 1,947 778,640

イベント募金

その他（ＵＭＯＵ、他）

1,994 1,254,501

2 21,293
1 9,505

27 235,533

15 8,586

194,660

0 0
2 6,284

歳末募金

赤い羽根共同募金運動は、

昨年１０月～３月までの６
ヶ月間、全国一斉に展開さ
れています。
度会町では、右記のとお

り多くの募金が寄せられま
した。みなさまにご協力い
ただいた募金は、一般募金
と歳末募金にわけられ、全
額三重県共同募金会へ送金
されます。

また、歳末募金の事業で
は、１２月末に７５歳以上
の一人暮らしの高齢者に、
毎年おせち料理を自宅へお
届けしています。
例年はボランティアグル

ープ『オニオンサークル』
にご協力いただき、調理・
盛り付けを行っていました
が、今年は新型コロナウイ

ルス感染症拡大予防の観点
から、一同に集まって調理
をすることが難しく、業者

のおせち料理を配らせて頂
きました。

配達は民生委員２６名に

ご協力頂き、今年度は１３

８名の方にお届けしました。

受け取った方からは「毎
年楽しみにしています。あ

りがとう」「自分では調理

が難しくなってきたのでお

企業募金として町内の各事業所様にご協力いただきました。

森組岡村班

岡村石油店

山本自動車㈲

かおり弁当

度会自動車㈲

㈲中野板金

丸二林業

㈱ウエムラ

㈲世古林業

中井商店

松本寝具店

㈲大河内

南和建設㈱

度会生花

あんふぁん

宮川車輌

㈱中野組

南島清掃㈲

㈲杉本工務店

㈱山下

㈱久光工業

㈱東出林業

飯田林業㈱

㈱荻田建設

C.P.Sくりはら

㈲大西自動車整備工場

せち料理を届けて頂いて嬉
しいです」などのお声を頂

きました。

その他の一般募金は、令

和３年度の地域福祉の充実

などに役立てられます。あ

りがとうございました。

福祉の仕事をお探しの方を対象に、新型コロナウイルス感染防止対策としてウェブサイト

に福祉事業所の情報を公開するウェブ福祉の就職フェア（オンライン説明会）を開催します。

※オンライン環境が整わない方は、会場ＰＣでリモート参加可能です。

※自宅ＰＣ等でのご参加の方は事前申込が必要です。

説明会申込期間：２月１５日（月）正午締切
説明会開催日：２月２１日（日）～ １０：００～１６：００
参加方法：自宅ＰＣもしくは会場ＰＣでＺＯＯＭアプリ使用
参加事業所：２８法人
対象：福祉の職場に就職希望、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

届けられたおせち料理

おせち料理を届ける民生委員


