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まちじゅうに　福祉の種まき　花さかそう
第6回福祉作品コンクール 中学校の部金賞 尾鷲中学校3年  皿 屋 歩 夢 さん
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・・社会福祉大会･･･1　・赤い羽根の紹介･･･2　・各係からのお知らせ･･･3　・ご報告･･･4

尾鷲市社会福祉大会を行いました。尾鷲市社会福祉大会を行いました。
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赤い羽根共同募金
平成 30年度一般募金運動
たくさんのご協力ありがとうございました。たくさんのご協力ありがとうございました。

赤い羽根共同募金はこんなことに使われています。
　最終的に三重県共同募金会に集まった募金は、その約 80％が翌年地元で使われ
ています。約 20％は県内の広域的な地域福祉のほか、災害時のボランティア活動
のために積み立てられています。

【今年度の配分金を活用した事業】

子育て世代の地域交流に子育て世代の地域交流に 福祉教育に福祉教育に

地域のサロン活動に地域のサロン活動に 世代間交流に世代間交流に

ふれあいスポレク祭にふれあいスポレク祭に ふれあい訪問活動にふれあい訪問活動に

その他にも
　●生活困窮者の支援に
　●子育てグッズの無料レンタル・リサイクルに
　●ボランティアの育成　　　などに活用されています

３，０１４，３００円
今年度目標額

 ２，６８１，７４３ 円
募金総額
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尾鷲社協では、これからの尾鷲で必要なささえ合いについて
学ぶ『わがらの町の “暮らし” ささえ合い塾』を現在開講中です！
これまでの講座では、多くの方にご参加いただき、
尾鷲市の現状と地域に求められているものを学んでいただきました。
残すところあと２回！第３回はサロンの意義や、介護予防に役立つレクリエーションを学び
ます。第４回は、紀宝町において実際にささえ合いのボランティア活動をしている人の話を
聞くことができます。貴重なおはなしを聞く機会なのでぜひご参加ください！
まだ申込み受付中です！　

みつけてみよらい　

はじめてみよらい　自分にできること

わがらの町の
“暮らし”
ささえ合い

塾

３月４日（月）
13時 30分～ 15時 15分

３月 18日（月）
13時 30分～ 15時

気軽に元気にサロン活動！

聞いてみよう！ささえ合い活動

尾鷲市立
中央公民館
３階講堂

日　時 内　容 会　場

今、この尾鷲で活動している人の
応援になればうれしいにゃあ❤
ぜひ聞きにきてにゃあ

コーナーコーナー子育て子育て コーナー子育て

☆ベビーベッド
☆ベビーカー
☆チャイルドシート

☆ベビーベッド
☆ベビーカー
☆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。

障がいのある子も、ない子も、どなたでも遊びにき
てください。
おもちゃ図書館の日はおもちゃが借りられますよ♪

○予約の無い日は児童コーナーを自由開放しています♪
　開放日はツイッターでお知らせしています！

お問い合わせ先：総務・福祉係
TEL：２２－３２４６

３月
~
５月のおもちゃ図書館３月

~
５月のおもちゃ図書館

 ３ 月 ９ 日土 ・ 25 日月
 ４ 月 13 日土 ・ 22 日月
 ５ 月 11 日土 ・ 27 日月

 ３ 月 ９ 日土 ・ 25 日月
 ４ 月 13 日土 ・ 22 日月
 ５ 月 11 日土 ・ 27 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

～ レンタルできます ～
～ レンタルできます ～
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善意銀行 平成30年度
日本赤十字社　義援金報告

（平成 31 年 1月31日時点）
●東日本大震災義援金　総額
 ５１,５１４,２３０円 （平成 31年 3月31日まで受付）
●熊本地震災害義援金
 ５,０３８,５９１円 （平成 31年 3月31日まで受付）
●平成 30年 7月豪雨災害義援金
 １,４７７,７７５円 （平成31年6月30日まで受付延長）
●平成 29年 7月5日からの大雨災害義援金
 ２０,１１５円 （平成31年3月29日まで受付延長）
●平成 30年北海道胆振東部地震災害義援金
 ２５０,８４３円 （平成31年3月31日まで受付延長）

平成30年 9月1日から平成31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

愛　唱　会

匿　　　名

　　　　　合　　計

様

4件

27,150 円

115,000 円

142,150 円

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。

日本赤十字社では、お寄せいただいた義援金を、義援金配分委員会
を通じ、全額被災者の方 へ々お届けしています。
皆様の温かいご支援、誠にありがとうございました。

第 8回第 8回第 8回
介護者の会（ささえ愛）

～おしゃべり会～
介護者の会（ささえ愛）

～おしゃべり会～
介護者の会（ささえ愛）

～おしゃべり会～

障がい者就業・
生活支援センター結
障がい者就業・

生活支援センター結
障がい者就業・

生活支援センター結
尾鷲市・紀北町において障がいのある方たちが、
地域で安心して働き、暮らすための応援をしていま
す。関係機関と連携を取りながら、障がいのある方
の「働きたい」という希望や、地域で自立して暮ら
していくための生活面をサポートしています。「働
いている方」「企業の方」「支援機関の方」からのご
相談も受け付けております。

相談担当：三重弁護会高齢者・障害者支援センター所属弁護士
相談内容：遺言書の書き方・相続に関する疑問点・後々相続でト

ラブルにならないよう今できること・相続問題で現に
お困りの内容など、遺言と相続に関する問題全般に対
応します。

日　　時：平成 31年 4月 15 日（月）
　　　　　午前 10時から午後 4時まで
電話相談：059-228-3143（相談はこちらへ）

日　時：

場　所：

講　師：

参加者：
参加費：

平成 31年 3月 14 日（木）
10：00 ～ 12：30
尾鷲市福祉保健センター 1階
　　　　　　ボランティア室
ＮＰＯ法人　HEART TO HEART
濱 口 敦 子 様
要介護者等を介護する家族や関係者
無料

かいしょうあい

お問い合わせ先：障がい者就業・生活支援センター　結
TEL：37-4011　FAX：22-3402
メール：yui.oshigoto-shien@owasewel.com

お問い合わせ先：三重弁護士会事務局
TEL：059-228-2232
HP：http://mieben.info

お問い合わせ先：尾鷲市地域包括支援センター
TEL：22-3003

３月 11日（月）までにお電話でお申し込みください。（この事業は労働局及び三重県の委託を受けて行っています。）

三重弁護士会からの無料電話相談会のお知らせ
遺言の日・遺言相続無料電話相談会（弁護士による電話相談）
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