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町民の皆様におかれまし
ては、ますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。
平素は、度会町社会福祉
協議会に対し、ご支援・ご
協力を賜り厚くお礼申し上
げます。
このたび、任期満了にと
もなう役員改選が行われ、
令和３年６月２８日に開催
された理事会におきまして、
理事皆様のご推挙を受け、
会長の重責を担うことにな
りました。
微力ではございますが、
今日までの地域における仕

事の経験をもとに、社会福
祉協議会の円滑な運営と地
域福祉の更なる向上をめざ
し、務めてまいる所存でご
ざいますので、どうぞよろ
しくお願い申し上げます。
今、私たちの日常生活に
おいてコロナ感染症の罹患
のリスクは様々な支援活動
に課題をもたらし、支援を
必要とする方への妨げにも
なっています。町内におい
てもコロナワクチン接種が
進んでいますが、住民全体
にいきわたるまではもう少
し時間がかかり、当協議会

といたしましてもこのよう
な状況を注視しながら安全
に配慮し福祉事業を進めて
まいります。
地域の皆様や町をはじめ
関係機関、各種団体と連携
のうえ、誰もが住み慣れた
地域において安心して暮ら
せる町づくりを職員一丸と
なって推進していきますの
で町民の皆様のご支援・ご
協力を切にお願い申し上げ
就任の挨拶とさせていただ
きます。

このたび６月２８日付を
もちまして社会福祉法人度
会町社会福祉協議会会長を
退任いたしました。
思い起こしますと、平成
２７年７月就任時には社会
福祉法人制度改革の施行に
向けた時期と重なったこと
から留意事項に沿った社協
定款をはじめとする例規の
整備に努めるとともに、各

種事業の見直し等について
取り組んで参りました。
在任期間中は、町民の皆
様をはじめ各種関係機関・
団体の方々に公私ともに格
別のご高配を賜り、お蔭を
もちまして微力ながら職責
を果たし得ましたこと衷心
より厚くお礼申し上げます。
今後とも社会福祉協議会
に対し変わらぬご指導とご

厚誼を賜りますようお願い
申し上げますとともに後任
者に対しましても同様のご
厚情とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げましてお
礼かたがた退任のご挨拶と
いたします。

度会町社会福祉協議会
http://www.watarai-syakyo.com/
Ｒ３・８・５発行
TEL ６２－１１１７

報

６月２８日の評議員会にて任期満了に伴なう役員改選があり、下記の方々が就任されました。
任期は、令和３年６月２８日から令和５年６月２７日となります。
《 理事 》
《 監事 》
会長
福井 利彦 （平生）
髙橋 伸雄
（脇出）
八木 一夫
（市場）
副会長
山下 徳愛 （南中村）
中西 章
（上久具）
小林 浩
（玉城町）
縄手 一郎 （注連指）
加藤 友一
（御園町）
中村 嘉一 （棚橋）
森本 明美
（麻加江）
大釋 五美 （脇出）
上田 浩史
（大紀町）

６月２８日（月）に小学
６年生を対象に度会小学校
で福祉体験教室を行いまし
た。
今年度は、『車いすを使
っての生活について』を度
会町役場税務住民課の奥野
真史さんにお話ししていた
だきました。「車いすを使

って生活することは、大変
な面もありますが、皆さん
のちょっとした気遣いなど
にとても助かることがある。
今は、幸せな充実した生活
を送っています」という言
葉が印象に残りました。
その後、車いす体験を行
いました。車いすの介助の
方法を学び、実際に段差や
スロープを乗り越える体験
をしました。「たった２㎝
の段差でも、こんなに乗り
越えるのが大変だとは思っ
ていなかった」「まちで車
いすを使っている人を見か

奥
野
さ
ん
の
話
を
聞
く
生
徒
けたら、声をかけて何か手
伝えることがあれば、手伝
ってみたい」との感想をい
ただきました。

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。

町老連健康づくり事業の「健康ウォーキング」で
すが、後期(令和３年１０月～)からスタートします。
参加条件は、町内老人クラブ会員で新型コロナ
ウイルスワクチンを２回接種済みの方です。マスク
を着用し、参加してください。
参加ご希望の方は、１０月１１日(月)午前８時３０
分に中央公民館駐車場にご集合ください。(雨天で
も実施します。)詳しくは、当日開講式で説明します。
町老連健康ウォーキングクラブ
企画実行委員会

４月から相談支援専門員をさせていただいている三上です。障害者相談支援センターとはどんな
ことをしているのか？ご存知ない方もみえると思うので、ご紹介させていただきます。
障害者相談支援センターでは『障害者地域生活相談支援事業』という事業を行っており、度会町内
にお住まいの障がいのある方やそのご家族、支援者の皆さんを対象とする総合相談窓口として、相
談を受けています。
【相談の内容】
例) ・障がい福祉サービスについて知りたい。
・日々の生活（衣食住など）のことで困り事がある。
・働きたいけど、何から始めたらよいのかわからない。
・自分らしい生活を送りたい。そのためにはどうすればいいの？
・困っていることがあるけれど、どこに相談すればよいのかわからない。
【相談方法】
来所、訪問、電話、メール、FAX など

令和3年7月の大雨により、静岡県熱海市における土砂災害や、島根県内各所における堤防の決壊
による洪水災害など、全国各地で人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数県の市町村に災害救
助法が発令されました。
中央共同募金会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施し
ます。
〇義援金の名称

令和3年7月豪雨災害義援金

〇受付期間

令和3年7月１９日（月）から同年９月３０日（木）まで
（※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。）

義援金受け入れ口座

住み慣れたまちで自分らしく、安心して暮らすことができるよう、ご支援させていただきます。
お気軽にご相談ください。
※個人情報の守秘義務は厳守しています。

金融機関

支店名

三井住友銀行

東京公務部

りそな銀行

東京公務部

口座番号
普通預金
０１６２５２９
普通預金
０１２６７８１

口座名義
（福）中央共同募金会
災害義援金口
（福）中央共同募金会

※三井住友銀行

同行本支店間の窓口及びＡＴＭからの振込手数料は無料

※りそな銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行の本支店間の窓口及び
ＡＴＭからの振込手数料は無料。みなとみらい
銀行からの振込手数料のみ無料。

TEL：0596-62-2212
FAX：0596-62-1738
E-mail：w-shakyo@amigo2.ne.jp

２日 地域お助け隊隊員研修
３日 食事サービス

福祉・介護職場の人材不足を改善するため、就職氷河期世代の離職者や非
正規雇用等の方を対象に、介護職員初任者研修（全課程通信講座）の受講生
を募集します。
募集期間
研修期間
応募要件

募集定員
受 講 料
受講方法

令和３年８月２日（月）～１０月８日（金） （必着）
令和３年１１月１日（月）～２月１６日（水）
三重県に住民登録をしている就職氷河期世代（３５歳から
５０歳）の離職者や、福祉・介護職場以外の非正規雇用等
の方。
研修終了後、福祉・介護職場に就職希望の方。
６０名（応募者多数の場合は抽選）
無料（テキスト代は自己負担）
送付するテキスト等資料により学習し、指定する各期日まで
にレポート課題を提出していただきます。

〔申込み・お問い合わせ〕
三重県社会福祉協議会 三重県福祉人材センター
ＴＥＬ ０５９－２２７－５１６０

７日 食事サービス
１０日 食事サービス

７月１１日（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４４名が参加
し、早朝から町内各地に分
かれて行いました。
この活動は「我が町をき
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」「ゴミが少なくなり、

道がきれいになった」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。

１３日 敬老お祝い会
【老人デイサービス】
１４日 敬老お祝い会
【老人デイサービス】
食事サービス
１６日 民生委員児童委員定例会
１７日 食事サービス
２１日 食事サービス
２４日 食事サービス
２８日 食事サービス

美化センターに集めたごみを
運ぶボランティアの皆さん

