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ありがとう　その一言で　花が咲く

おわせ社協だより 2018.10 月号1

・・赤い羽根共同募金･･･1　・スポレク祭など･･･2　・教育支援金など･･･3　・子育て情報など･･･4

10月１日～３月 31日10月１日～３月 31日
◆尾鷲市の目標額◆尾鷲市の目標額

円円3，014，3００3，014，3００
◆ 1 世帯あたりの目安額◆ 1 世帯あたりの目安額

円円5００5００

《共同募金が尾鷲市の福祉に役立つしくみ》《共同募金が尾鷲市の福祉に役立つしくみ》

※尾鷲市の高齢者や障がい者福祉、子育て支援や災害などの緊急事態時に役立てられています。
皆様から頂いた募金は、約 80％が尾鷲市内に分配され、尾鷲市の福祉事業に使われます。

20％
三重県内に
20％

三重県内に

80％
尾鷲市内に
80％

尾鷲市内に

赤い羽根共同募金
にご協力をお願いします。

UMOU ProjectUMOU ProjectUMOU Project

不要になった羽毛製品をリサイクルとして買い取ってもらい、その収益金が尾鷲市の 赤い羽根共同募金 になります。

捨ててしまう　羽毛ぶとん・ダウンジャケット　集めています！捨ててしまう　羽毛ぶとん・ダウンジャケット　集めています！
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1 日 1票
応援・投票
お願いしますにゃぁ！

1日 1票
応援・投票
お願いしますにゃぁ！

ゆるキャラグランプリ　オフィシャルウェブサイト　http://www.yurugp.jp/

パソコン、タブレット、スマホ、パソコン、タブレット、スマホ、パソコン、タブレット、スマホ、今年もヤーヤにゃんが
ゆるキャラグランプリにエントリーしました
今年もヤーヤにゃんが
ゆるキャラグランプリにエントリーしました
① 「ゆるキャラグランプリオフィシャルウェブサイト」へ
② 最初は ID登録が必要です（メールアドレス・パスワードを登録してください）
③ 登録が終わったら「ヤーヤにゃん」で検索！投票できます。

ふれあいスポレク祭 2018
開催します！
ふれあいスポレク祭 2018
開催します！ 事務局：尾鷲市社会福祉協議会　22－3170

○各種販売コーナー
○宝つり
○レクリエーション

今年度も尾鷲市ふれあいスポレク祭 2018を開催しま
す。レクリエーションを通して、参加者同士の交流を
深められる場となっています。ぜひご参加ください（申
し込みが必要です）。
※参加される方は、体育館シューズをお持ちください。

尾鷲市体育文化会館
（市役所横）

10：00～12：00
10月20日㈯
平成30年

○福祉作品コンクール　ほか
○各種表彰
尾鷲市中央公民館３階講堂

10：00～
11月23日㈮
平成30年平成 3平成 3平成 3

第 30回
尾鷲市社会福祉大会
のお知らせ

第30回
尾鷲市社会福祉大会
のお知らせ

主催　尾鷲市・尾鷲市社会福祉協議会

尾鷲市で福祉分野を中心に活躍す
る人たちをご紹介して、社会福祉
の増進と皆様のご理解を目指し、
社会福祉大会を開催します。
ぜひご来場ください。

最後に「確認」を押します

※チェックボックスが出たら
　チェックを入れてください



おわせ社協だより 2018.10 月号3

生活福祉資金貸付制度 ～教育支援資金のご案内～
三重県社会福祉協議会では、一定の所得以下の世帯（生活保護世帯を含む）を対象として、生活福祉資金貸
付事業『教育支援資金』の貸付を行っております。学校教育法に定められた高等学校や大学などへの進学、通
学に必要な経費（入学金や授業料）を無利子で貸し付け、申し込みから返済完了まで継続して相談援助する制
度です。

※ただし、母子父子寡婦福祉資金や日本学生支援機構の第１種奨学金など他の貸付制度を優先します

【お問い合わせ】
尾鷲市社会福祉協議会　生活支援係　ＴＥＬ：０５９７－３７－４１５１まで

【お問い合わせ】
尾鷲市地域包括支援センター（福祉保健センター内） 　ＴＥＬ：０５９７－２２－３００３

借入は卒業後の生活に大きな影響がありますので、相談員が相談に乗らせていただきます。
また借入には審査があり、決定まで時間がかかる場合がございますので余裕をもってご相談くだ
さい。

今年度も、介護者の会を開催しております。第 5 回は、要介護者等を介護する家族に向けて、日
頃の介護負担を軽減しリフレッシュする機会を提供する目的でフラワーアレンジメント講座と交
流会を企画致しました。10月 17 日（水）までにお電話でお申し込みください。

８月２日（木）に市内の小学生と障害のある方を対象に、福祉映画上映会を開催しました。
今年はいじめに負けない強さと、仲間の大切さを考えることを目的に、ディズニーの『ダ
ンボ』を上映。ボランティアとして尾鷲高校の生徒さんや婦人の会連絡協議会の方と一
緒に準備を進め、上映後のお楽しみ企画として夏の風物詩とも言える流しそうめん大会
も行いました。和気あいあいと世代間の交流もでき、人とのつながりを考える良い機会
になったのではないでしょうか。

【貸付の種類】

入学金、教科書代、制服代、通学用自転車の購入費等の入学に際し必要な経費
　※貸付上限：50万円（入学時 1回のみ）

就学支度費

授業料、施設整備費、通学費、その他修学するのに必要な経費（生活費は対象外）
　※貸付上限：高校（専修学校高等課程含む） 3.5 万円／月
　　　　　　　専門学校・短大 6.0 万円／月
　　　　　　　大学 6.5 万円／月

教育支援費

日　時：10月 25 日（木）　10：00 ～ 12：00
場　所：尾鷲市福祉保健センター 4階　多目的ホール
講　師：川 端 章 子 様
参加者：要介護者等を介護する家族や関係者
参加費：無料

福祉映画上映会を開催しました！
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コーナーコーナー子育て子育て コーナー子育て

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

☆ベビーカー
☆ベビーベッド
☆チャイルドシート

帰省中の方や急に短期間必要になった…
などご利用をおまちしております。
また、役目をおえたベビー用品も募集中！
※概ね５年以内のもの。詳しくはお問合せください。

問合せ先　総務・福祉係　℡２２－３２４６

善意銀行
平成30年 6月1日から平成30年 8月31日までに

ご寄付いただいた方です。(順不同 )

ありがとうございました

三 木 正 尚
匿   　　名
　　　　　　合　　計
【物品寄附】
尾鷲ロータリークラブ
※お詫び※
７月号におきましてご寄附いただいた『川上邦子舞踏研究所　川上邦子様

ハラウフラ　オ　カウイオナラニ　代表　竹中みどり様』の表記
に一部誤りがありました。正しくは『川上邦子舞踊研究所』で
した。訂正して、心よりお詫び申し上げます。

様
2件

 100,000 円
110,000 円
210,000 円

ボルダリング設備

皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。させていただきます。
皆さまからのご寄付は社会福祉のため有効に活用
させていただきます。

日本赤十字社
の義援金集計
日本赤十字社
の義援金集計
日本赤十字社
の義援金集計

平成30年度

日赤募金運動
の結果をご報告します

平成30年度

日赤募金運動
の結果をご報告します

平成30年度

日赤募金運動
の結果をご報告します

１０月
~
１月のおもちゃ図書館１０月

~
１月のおもちゃ図書館

 10 月 13 日土 ・ 22 日月
 11 月 10 日土 ・ 26 日月
 12 月 8 日土  12月 24日　お休みになります

 1 月 12 日土 ・ 28 日月
 2 月 ９ 日土 ・ 25 日月
 3 月 9 日土 ・ 25 日月

 10 月 13 日土 ・ 22 日月
 11 月 10 日土 ・ 26 日月
 12 月 8 日土  12月 24日　お休みになります

 1 月 12 日土 ・ 28 日月
 2 月 ９ 日土 ・ 25 日月
 3 月 9 日土 ・ 25 日月
場所　福祉保健センター　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半
場所　福祉保健センター　３階　児童コーナー
時間　午前 10時～ 11時半

（８月31日現在）（８月 31日現在）

～ レンタルできます ～
～ レンタルできます ～

平成 30年度日赤募金運動は下記の通り完了いたしました。
お忙しい中、婦人の会連絡協議会様や自治会様、市民の方々に
は大変なご協力をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。

５月１日より集められた募金は日赤三重県支部に全額送金さ
れ、災害救護活動、医療活動、国際活動、血液事業などの他、様々
な日赤活動に役立てられます。

尾鷲市目標額…2,775,000 円
　　　　　　　（昨年度より　55,000 円の減）
　　　実績額…2,384,358 円
　　　　　　　（昨年度より 52,722 円の減）
　　　達成率…85.9％
　　　　　　　（昨年度より 0.2％の減）

○平成 30年７月
　豪雨災害義援金（西日本豪雨災害）
 43 件 1,312,933 円
【これまでの総額】
●東日本大震災義援金 51,514,230 円
●平成 28年熊本地震災害義援金
 5,038,591 円

寄附していただいた義援金は、日本赤十字社から全額被災地へ送られます。

～ 現在募集している義援金 ～

○平成30年７月豪雨災害義援金 平成30年12月31日まで受付

○東日本大震災義援金 平成31年３月31日まで受付

○平成28年熊本地震災害義援金 平成31年３月31日まで受付

～ 受付始まりました ～

○平成30年北海道胆振東部地震災害義援金 平成31年３月31日まで受付

対象者：介護に関する資格をお持ちで、現在介護の現場で働いていない

方、もしくは介護職として就職・復帰後、概ね１年未満の方 

内　容：介護の“知識・技術”に関する講習など　

会　場：福祉保健センター 4階　多目的ホール

日　時：10 月４日（木）・10 月 12 日（金）10：00 ～ 16：30
（どちらか１日のみの参加、半日単位での参加も可能）

資格を持っているので、福祉の仕事に就きたい！
福祉の仕事にもう一度チャレンジしたい！
福祉の仕事に就いたばかりで、正直不安…。

【申込み・問合せ先】
三重県福祉人材センター
TEL.059-227-5160
（平日 9：00～ 17：00）

HP　http://www.miewel-1.com/jinzai/

そんなあなたを

応援します！

参加費参加費

無 料無 料
定員30

名
定員 30

名

子育てがひと段落したので、
介護職に戻ろうと思っている。

資格や経験を活かして、
時短やパートで働けないかしら

なおまさきみ

けんきゅうしょとうぶこくにかみかわ こくにかみかわ

けんきゅうしょようぶこくにかみかわ

なかたけ
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