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みんなにいっぱい「大好き！」って、
言ってもらえて、うれしかったにゃあ！
これからもみんなの
笑顔に会いに行くにゃあ♡

みんなにいっぱい「大好き！」って、みんなにいっぱい「大好き！」って、
言ってもらえて、うれしかったにゃあ！言ってもらえて、うれしかったにゃあ！
これからもみんなのこれからもみんなの
笑顔に会いに行くにゃあ♡笑顔に会いに行くにゃあ♡

ヤーヤにゃんTシャツ
予約販売受付開始！
ヤーヤにゃんTシャツ
予約販売受付開始！

ヤーヤにゃん
１歳になりました！

尾鷲市で人気急上昇中のヤーヤにゃん。皆様の熱いご要
望にお応えし、尾鷲観光物産協会さんでヤーヤにゃんの
キャラTシャツを販売してくださることになりました！

※社協では受け付けておりません。Aタイプ Bタイプ Cタイプ

ヤーヤにゃんの絵柄を次の 3タイプから選べます。

●予約受付期間：3月 1日㈬～ 31日㈮
　　　　　　　　9：00～ 17：00
　　　　　　　　※代金を添えてお申込みください。

●Tシャツ受け渡し日：4月 24日～ 30日
　　　　　　　　　　　9：00～ 17：00

お問い合わせ・申込みは
尾鷲観光物産協会さんまで！
℡０５９７－２３－８２６１

『ゆるキャラ』の登竜門？
的存在のゆるキャラグランプリに
初参戦！
全 1421 体中、347 位
三重県 28体中、6位と
大健闘いたしました！

2016 年は愛媛県松山市での
開催でしたが、2017 年は
なんと三重県桑名市
ナガシマリゾートでの
開催です！！
ヤーヤにゃんも奮って
参加いたしますので応援してね！

『ゆるキャラ』の登竜門？
的存在のゆるキャラグランプリに
初参戦！
全 1421 体中、347 位
三重県 28体中、6位と
大健闘いたしました！

2016 年は愛媛県松山市での
開催でしたが、2017 年は
なんと三重県桑名市
ナガシマリゾートでの
開催です！！
ヤーヤにゃんも奮って
参加いたしますので応援してね！
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青、桃、黒の
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１階事務所の係
引越しのお知らせ
１階事務所の係
引越しのお知らせ

生活の困りごと、相談にのります！生活の困りごと、相談にのります！

こんなこと･･････こんんなことこんなこと･･･
・生活費に困っている
・家賃や公共料金が払えない
・病気で働けなくなった、どうしよう
・うまく仕事に就けない、誰かに話を聞いてもらいたい
・家族がひきこもりで・・・将来の生活が不安
・家計管理がうまくできず、借金に頼って生活している

・生活費に困っている
・家賃や公共料金が払えない
・病気で働けなくなった、どうしよう
・うまく仕事に就けない、誰かに話を聞いてもらいたい
・家族がひきこもりで・・・将来の生活が不安
・家計管理がうまくできず、借金に頼って生活している

生活に不安がある、生活が苦しい方の相談窓口を開設しています。何が問題なのか、
何をどうすれば解決に向かうのかを一緒に整理をしながら、解決（生活自立）に向
けた相談援助を行います。どこに相談すればいいのか分からない場合も一緒に解決
方法を探します。また、必要に応じて緊急食糧等支援・貸付支援もおこなっています。

ご迷惑をおかけ
いたしますが、
よろしく
お願いいたしますにゃ⨸

ご迷惑をおかけご迷惑をおかけ
いたしますが、いたしますが、
よろしくよろしく
お願いいたしますにゃお願いいたしますにゃ⨸
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福祉保健センター
１Fロビー

受付を開放しました！

地域福祉係→
総務・福祉係になりました
TEL：0597-22-3246（代表）

（変更なし）
地域包括支援センター
TEL：0597-22-3003

（変更なし）
紀北地域障がい者総合相談支援センター結

TEL：0597-22-3170
障がい者就業・生活支援センター結

TEL：0597-37-4011
相談支援事業所ぷらん結
TEL：0597-22-3170

☆新設☆
生活支援係

TEL：0597-37-4151
生活困窮自立支援事業等の
相談支援業務を行っています。

秘密は厳守します。一人で抱えこまず、ご相談ください！！

月曜日～金曜日　8：30～ 17：15
（年末年始・土日祝を除く）

相談窓口 生活支援係（福祉保健センター　1階）
電話　0597ー 37ー 4151

窓口のほか電話での
相談もお受けします

ＥＶ
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日時

参加費

参加者

500円
介護している方、
介護にお悩みのある方
公共交通機関にお困りの方は、事前にご相談下さい。

視覚障がい者
生活訓練事業のお知らせ

（尾鷲市障害者社会参加促進事業）

10：00～ 11：30
おしゃべり会　　  　熊野古道センター　体験学習室
11：30～ 13：00
ランチバイキング　　夢古道おわせ

3月 16日（木）

介護者の会
（ささえ愛）

第６回

第 6 回は、おしゃべり会と
ランチバイキングを行いま
す。美味しいランチをとり
ながら、楽しい時間を過ご
しましょう。
3 月 14 日㈫までにお電話
でお申込み下さい。

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） 電話 22-3003

<どんな事業？>
視覚に障がいを持った方は、家庭や社会生活で様々な制約
を受けます。訓練を受ける事で、それらを克服し、視覚障
がい者の社会参加の第一歩へのお手伝いをします。

<どんな人が対象？>
対　象　者　　市内在住で、視覚障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方
実施方法　　視覚障がい者支援の専門職である歩行訓練士よる訪問訓練
訓練期間　　毎月１回　１回１時間

<どんな訓練をするの？>
歩行訓練　　白杖を使った外出訓練
生活訓練　　調理・掃除・買い物・裁縫等の日常生活訓練
コミュニケーション訓練　　点字・パソコンの訓練

ー 問合せ先 ー
紀北地域障がい者総合相談

支援センター結
TEL：２２－３１７０
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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。

善意銀行
平成28年 9月1日から平成29年 1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

玉津讃美
愛唱会
伊勢農業協同組合
下地伴樹
尾鷲キリスト教会
匿名

合計

様
様
様
様
様
4件

100,000 円
30,660 円
18,455 円
20,000 円
5,000 円

115,000 円

289,115 円
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。

熊本地震災害義援金集計
募集期間平成29年3月31日まで

（平成 28年 12 月 5日現在）

180件
4,964,365円

ご協力ありがとうございました。
なお、義援金の募集は平成 29 年３月31日までです。
日本赤十字社を通して、被災された方々に配分されます。

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

ヤーヤにゃんの
ＬＩＮＥスタンプも
あるんだにゃぁ！
みんな応援よろしくにゃぁ！

https://www.facebook.com/owaseshakyo/

～ レンタルできます ～～ レンタルできます ～

グッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ーグッズ募集中 ー チャイルドシートほか･･･ ー

☆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
市民の皆さまからいただいた“チャイルドシート・ベビー
カー・ベビーベッド”をレンタルグッズとして再利用し
ています。帰省や緊急に短期間必要になった等、お問合
せくださいね。

役目を終えたベビー用品、捨てるには新しいし･･･と悩ん
でいませんか？そんな時はぜひ一度ご連絡ください。
（総務・福祉係：２２－３２４６）

コーナーコーナー子育て子育て コーナー子育て

おもちゃ図書館　開催予定おもちゃ図書館　開催予定

 3 月 11 日土 ・ 27 日月
 4 月 8 日土 ・ 24 日月
 5 月 13 日土 ・ 22 日月

 3 月 11 日土 ・ 27 日月
 4 月 8 日土 ・ 24 日月
 5 月 13 日土 ・ 22 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

ヤーヤにゃんもヤーヤにゃんも
１歳になって１歳になって

これからもみんなにこれからもみんなに
笑顔をお届け笑顔をお届け
するにゃぁ♪するにゃぁ♪

【赤い羽根　　共同募金　御礼】

じぶんのまちを良くするしくみ
市民のみなさまからご協力いただいた赤い羽根共同募金は、高齢者・障がい者・子どもの地域
ふれあい事業、福祉課題を抱えた方々や災害時の支援に活用されています。

３，１４２，６００円に対して
今年度目標額

 ２，８３５，０７７ 円
　のご協力をいただきました。

募金総額

みなさまからの温かいご協力に感謝いたします。
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