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新年のごあいさつ
新年あけましておめでと
うございます。
町民の皆様には、希望に
満ちた新年をお迎えのこと
と心からお慶び申し上げま
す。
また、旧年中は社協会費、
各種募金をはじめ、本会の
活動に対し多大なるご理解
とご支援を賜り深く感謝申
しあげます。
昨今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おりま
すがまだ暫くは感染対策を
強化しながら終息を願うと
ころでございます。
本年も、地域福祉活動計
画に掲げる地域住民が互い
の助け合い支え合いを基本
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
福祉向上のため関係機関と
連携を密にし、役職員一丸
となり努力を続けてまいり
ますのでなお一層のご支援
ご協力をお願い申しあげま

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。

令和４年

元旦

１２月１１日（土）にボ
ランティアの集いを度会町
民体育館で開催し、２３名
の町内のボランティアが参
加しました。この集いは、
度会町ボランティアグルー
プの会員の交流を目的に毎
年開催しています。
今回は、三重県ユニセフ
協会の方を講師として招き、
皆さんが毎年活動として取
り組んでいるユニセフ募金

度会町社会福祉協議会
会長 福井利彦

について学びました。ユニ
セフの取り組みや、集まっ
た募金の使い道などを詳し
く理解することができまし
た。今年度は、新型コロナ
ウイルス感染症対策のため、
街頭募金は控え、各グルー
プの定例会時などで募金を
よびかけました。集まった
金額の１２，２３４円は、
三重県ユニセフ協会へ贈ら
せていただきました。
その後、レクリエーショ
ンで楽しく会員同士の交流
を深めました。参加者より
「久しぶりに交流する機会
ができて嬉しかった」「色
々なレクリエーションが体
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験できてよかった」との声
をいただきました。
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※写真撮影時以外はマスク着用しています。

１２月５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
ありました。町内５つのボ
ランティアグループの会員
と有志のボランティアの総
勢５０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「我が町をき
れいに」を目的に毎年行っ
ています。参加者より、「
今回は、不織布マスクとた
ばこの吸い殻のゴミが多か
った。たばこのゴミはきち
んと始末しないまま、山林
などに捨てると火事になる
可能性もあるので、十分に
気をつけてほしい」と言わ
れてました。
一人一人の心がけによっ
てポイ捨てなどはなくして

いくことができると思いま
す。よりきれいな度会町に
なるよう、度会町ボランテ
ィアグループ連絡会は活動
を続けていきます。
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１２月２１日に度会町会
護者の会のリフレッシュ事
業があり、会員５名が参加
しました。
今回は松阪市にある『松
阪農業公園ベルファーム』
へハーブ石鹸作りを体験し
に行きました。
久しぶりの会に皆さん和
気あいあいとおしゃべりし
ながら作業を始めました。

石鹸に食紅で色付けをす
る作業では２色混ぜて違う
色を作ったり、たくさん入
れて濃い色にしたりと素敵
な作品がたくさんでき「そ
の色どうやってだしたん？」
「使うのもったいないな」
と話されていました。
その後施設内にあるお店
で買い物を楽しみ帰路につ
きました。

出来上がった
石鹸

１１月２５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、
２９人が参加しました。
今回は、三重県環境生活
部 消費生活センター消費
生活相談員 尾崎靖様を講
師に招き、「消費トラブル
とその対処法」についての
研修を行いました。地域に
住む高齢者が巻き込まれや
すい消費トラブルの事例を
ＤＶＤにより学んだ後、そ
の対処法についてを教えて
いただきました。トラブル
に巻き込まれないためには、
地域の見守りの目がとても
大切ということを学びまし
た。
次に、度会町食生活改善
推進協議会の皆さんから「
高齢者の低栄養予防につい
て」についてのお話をして
いただきました。高齢者が
低栄養状態になると、筋肉
量が減少し骨折しやすくな
ったり、免疫機能の低下や
認知機能が低下する恐れも
あります。低栄養予防の対
策として、毎日３食の食事

【功労者】
田口親交会
棚橋老人クラブ

１２月１７日（金）に障
がい者デイサービスで『ク
リスマス会』が行われ、利
用者８名と職員３名で楽し
いひと時を過ごしました。
今年も楽しいクリスマス
会にしようとみんなで話し
合ってきました。今年はツ
リーやイラストの塗り絵で
室内をきれいに装飾しまし
た。時間はかかりましたが
利用者の皆さんとわくわく
しながの準備となりました。
楽しみの食事も皆さんの
リクエストにより焼きそば、
焼肉、チャーハン、ケーキ
を作ることにしました。
皆で食材の買い出しにも

山根 たま様
山本 見江様

【長寿者表彰 ５０音順】
９６歳 ※昨年度申請漏れ
大西 愛子様
（長原）
長尾 和助様
（葛原）
西村 ふじへ様 （葛原）
９５歳 北川 さち様
坂本 行夫様
徳力 寛様

（田口）
（立岡）
（立岡）

をバランスよく食べ、動物
性のたんぱく質を十分に摂
取することにより、健康寿
命を延ばしていくことがで
きるそうです。栄養補助食
品のサンプルなどを参考に、
予防対策について分かりや
すく解説していただきまし
た。
また、今年度は老人クラ
ブ連合大会が中止となった
ため、長寿者の表彰はこの
会議において執り行なわれ
ました。

中村 慶治様
橋本 美代様
山下 ひさ様

（上久具）
（中之郷）
（柳）

今年度は、功労者２名、
長寿者９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。
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１７日 民生児童委員定例会
１８日 食事サービス
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時
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１２月６日に中央公民館
で介護教室が開催され８名
の方が参加しました。
介護教室は、介護者のみ
なさんが介護に関する知識
や技術の勉強会を行ったり、
介護者同士の交流を図るこ
とを目的として開催してい
ます。
今回は『ココカラファイ
ン薬局日赤前店』の薬剤師

日（水）

２２日 食事サービス
１日 食事サービス

午後１：３０～３：３０

２５日 食事サービス

４日 食事サービス

場

所

８日 食事サービス

相談員

度会町地域福祉センター
弁護士 北岡雅之 氏

１５日 食事サービス
１６日 無料法律相談

※事前に度会町社協へ予約が必要です。

水以外で薬を飲むと？
の実験の様子

行き、職員と一緒に調理
をしました。「何をした
らいいの？」「上手く出
来るかな？」と言ってい
ましたが、調理が始まる
と女性陣の手際の良さが
一目でわかりました。一
方男性陣は慣れない手つ
きでひやひやする場面も
ありましたが上手く出来
てよかったと満足そうで
した。
午後からはケーキ作り
に挑戦しました。スポン
ジにフルーツを挟み、生
クリームを塗り最後に苺
を飾り自慢のケーキが出

を講師にお招きし、『薬と
の上手な付き合き方』とい
う内容でした。
まず初めに薬の基礎知識
についてクイズを交えなが
らお話していただきました。
似た名前の薬でも、成分や
量が違うので注意が必要と
教えて頂きました。また「
薬を水以外の飲み物で飲む
とどなるか？」「水の量が
少量だとどうなるか？」な
ど実験も交えながら説明し
ていただきました。その他
にも薬の飲み間違い防止に
ついてや薬の保管方法につ
いてわかりやすくお話して
いただきました。

来ました。「自分で作った
のは美味しい」と笑顔が溢
れていました。
これからも利用者の方が
楽しんで頂けるよう職員一
同頑張っていきます。

参加者の方は「気にせず
他の飲み物で飲んどったわ」
「同じ名前でも成分が違う
なんてしらんだわ。勉強に
なったわ」など話され、好
評に終わりました。
今後も介護する側される
側お互いの心身の負担が軽
くなる様な介護について学
んで頂ける場となればと思
います。

