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７月３０日に福祉体験教
室があり、中学生６名と先
生１名が参加されました。
午前中は、視覚障がい者
の辻本和仁さんを社協に迎
え、視覚障がいについて学
びました。
最初に、生徒のみなさん
にアルミホイルやビニール
袋で目を覆い、「見えにく
いってどういうことか」の
体験をしてもらいました。
その後、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

情

ることなどの話を聞きまし
た。また補助機器として使
用しているタッチボイス、
スマートフォンなどの説明
と操作方法を教えていただ
き、その後、手引き歩行の
方法について実際に部屋の
中を辻本さんを誘導し、介
助方法を学びました。
辻本さんより「今は様々
な福祉用具があり、生活し
ていく上で便利なものもた
くさんあります。しかし、
やっぱり人の助けが一番あ
りがたいと思う時もありま
す。困っている時、声をか
けてもらうだけで、とても
助かる時があります」とい
う言葉が印象に残りました。
午後からは、度会町役場
の中や、玄関前を車いすで
移動し、バリアフリーに

度会町社会福祉協議会
http://www.watarai-syakyo.com/
Ｒ３・９・２発行
TEL ６２－１１１７

報
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なっている所や障がい者や
高齢者の方にとって使う際
に不便なところはないか考
えました。車いすでの階段
の上り下りの介助をした際
に「災害時に車いすを使っ
ている人の避難方法を普段
から考えておかないといけ
ないと思いました」と感想
をいただきました。

夏休みの期間にチャボラ
を行いました。
チャボラとは、チャレン
ジ！チャイルドボランティ
アの略で、小学生を対象に
「ボランティアとはどんな
こと？」「自分にも何かで
きることはある？」など、
体験しながら学ぶボランテ
ィア教室です。全５回で、
今年は牛乳パックで、小物
入れを作ったり、子育て支
援センターでの絵本の読み
聞かせ、親子ふれあい体操
などの体験や、車いすに乗
っての買い物体験、高齢者
デイサービスでのお手伝い

アルミホイルに1㎜の穴をあけ、
見えにくさの体験

令和３年８月１９日より第三者委員として下記の
２名が選任されました。
任期は令和３年８月１９日より２年間となります。
※度会町社協がおこなっている福祉サービスに対す
る相談をすることができます。
津村

恵子（平生）

大野

直美（棚橋）

７月５日(月)に度会町
地域福祉センターで、地
域お助け隊隊員研修を開
催しました。
今回は森田造園有限会
社の方を講師に招き、剪
定の方法について説明・
実演をしていただきまし
た。隊員１１名が参加し、
安全に剪定を行うにはど

うしたら良いのか、木
を元気に成長させるた
めの方法などを学びま
した。

講
師
の
話
を
聞
く
隊
員

をしました。
第３回目の『車いすで、
買い物をしてみよう！』で
は、町内のスーパーへ行き
車いすに乗り、買い物を体
験しました。操作方法もマ
スターし、『いざ買い物へ
！』歩いて通る時は、何の
問題もないところでも、車
いすに乗りながら通ってみ
ると、「タイヤが段ボール
にあたって進まない！難し
い！」と苦戦していました。
そんな時は、一緒に参加し
ている友達がすかさずフォ
ローし、無事全員買い物を
することができました。ち
ょっとした気づきや声かけ
が「ボランティア」につな
がるということを学んでも

７月３０日（金）に度会
町老人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。畑には様々な品
種が植えられており、「こ
っちの木のほうが甘くて美
味しい」とみなさん食べ比
べを楽しんでみえました。
摘んだブルーベリーを食
べながらみなさん和気とい
ろいろなお話をされていま

らいました。
参加した児童は、「色々
な体験をして、様々なボラ
ンティアがあることが分か
った」「手伝いをして、あ
りがとうと喜んでくれたこ
とが嬉しかった」と感想を
いただきました。
最終日はみんなの体験を
新聞にまとめていただきま
した。チャボラ新聞は地域
福祉センターに掲示してあ
ります。

チ
ャ
ボ
ラ
新
聞

した。
たくさんブルーベリーを
食べリフレッシュできた一
日となりました。

畑の前で記念撮影
※写真撮影時以外はマスク着用しています。

福祉・介護職場の人材不足を改善するため、働いていない方を対象に
介護職員初任者研修の通信講座の受講生を募集します。
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3年度の実績
総額2,489,000円
一
般
企
業
総 計
金額
金額
件数
件数
正会員

（1,000円）

特別会員 （2,000円以上）
その他
小

計

1,833
63
7
1,903

1,833,000 正会員 （1,000円）
163,000 特別会員 （2,000円）
10,000 賛助会員 （3,000円以上）
小 計
2,006,000

3
8
103
114

3,000
16,000
464,000
483,000

1,836,000
179,000
474,000
2,489,000

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、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）、森本医院、若宮電工、内城田商事（株）、東出管工、
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、伊藤建築板金、膳、
（有）クリュ、（有）山本自動車工業、久保畳装飾店、喫茶セト、岡村石材、（有）尾崎電化センター、
広美屋商店、丸中製茶（有）、田園、コスモエコパワー（株）、釜谷商店、クリエイトヒーリング、西田塾、
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、度会生花、
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、福翠園、
西川整形外科、宮川車輌、Ｔｅｎ－ｍｉｎｄ美容室、度会自動車（有）、かおり弁当、尾崎自動車工業所、
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、あんふぁん、
リップ歯科クリニック、西金商店、西村造園、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、藤原寝具店、
小俣産業、ナカムラ産業（有）、中井商店、（株）東出林業、虹橋食堂、類農園（有）三重農場、小野産業、
（有）ナカコー、小松工業、（株）山下、（有）杉本工務店、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、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、（株）久光工業
中村順一行政書士事務所

８日 食事サービス

２２日 食事サービス

１2日 食事サービス

２６日 食事サービス

１５日 食事サービス

２９日 食事サービス

１日 食事サービス

１９日 食事サービス

５日 食事サービス

２１日 民生児童委員定例会

応募要件

募集定員
受 講 料
受講方法

募集期間
研修期間

三重県に住民登録をしている働いていない方で、概ね７０
歳未満の方。
研修終了後、福祉・介護職場に就職していただける方。
各３９名（応募者多数の場合は抽選）
無料（テキスト代は自己負担）
配布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。
実技科目はスクーリングで学習します。
１０月２７日（水）まで
１１月２２日（月）～２月２５日（金）

福祉の仕事をお探しの方を対象に、特設サイト上で三重県内福祉系法
人の情報や求人情報の提供を行い、福祉施設等と面談を希望する求職者
がオンライン上でつながり質疑応答が行える「第2回ウェブ福祉の就職フ
ェアinみえ」を開催します。
説明会申込期間
説明会開催日
参加方法
参加事業所
対象
申込方法

９月１日（水）～９月２７日（月）正午締切
１０月３日（日）１０：００～１６：３０【各法人２０分】
自宅ＰＣ等からＺＯＯＭアプリ使用
３１法人 ※予定
福祉の職場に就職希望、または関心のある一般の方・学生
特設サイトにて受付（https：//mie-fukushijobfair.jp)

例年バスツアーで開催している「福祉の職場見学」。新型コロナウイ
ルス感染防止対策として見学に行った感覚を掴んでいただけるような動
画をYouTubeで公開します！
※視聴希望の方は事前申込が必要です（９/１～申込開始）
福祉の職場ばーちゃる見学inみえ 動画公開日程
高齢者分野
令和３年１０月１１日（月）～１０月１７日（日）
障害者分野
令和３年１０月２５日（月）～１０月３１日（日）
児童分野
令和３年１１月８日（月）～１１月１４日（日）
〔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

福）洗心福祉会
福）三重済美学院
県内児童養護施設

