
　H２０・９・４発行 TEL ６２－１１１７

時　間　：　９：４５～１５：３０　　　　　【雨天実施】
場　所　：　地域福祉センターと保健センター前広場

内　容　：　 ○感謝状の授与 ○保育所園児による出し物

○ステージショー ○度会中学校吹奏楽部演奏

○バザー ○福祉体験スタンプラリー

○福祉体験発表 ○仮装ストリートダンス　など

○ゲーム

※詳細は、１０月号をご覧ください。

　　

度 会 町 社 会 福 祉 協 議 会
http://www.watarai-syakyo.com/

社                 協 情　　　　　　　　　報

９月号

 今年も、福祉の啓発と交流を目的に『福祉ふ
れあいまつり』を開催します。
 民生委員やボランティア、ＪＡ等諸団体、福
祉関係機関の方々の協力を得て、福祉まつりを
盛大に行いたいと進めております。
 みなさんに、少しでも福祉やボランティア活
動に親しみを持っていただき、楽しくにぎやか
に、また、なごやかさとやすらぎを感じる場と
なっていただければと考えております。
　みなさん、ぜひご参加ください。

昨年度まつり大賞　つくしの会！

   法律に関する心配ごと、
悩みごとを抱えている方
の相談を行いますので、
お気軽にご相談ください。

　子どもたちがボランティア
活動や福祉に関することを体
験したり、学んだりする機会
を持てるよう、チャボラ＝チ
ャレンジ！チャイルド！ボラ
ンティアを５日間の日程で開
催しました。今年度で３回目
となり、小学校４年生～６年
生１２名が参加しました。
　８月１日には、一人暮らし
や高齢者のみのお宅にお手伝
いに行き、草ひきやゴミ捨て、
階段の掃除などを手伝いまし
た。お伺いした高齢者の方か

ら、「ありがとう。」とお礼
を言ってもらい、子どもたち
も「人の役に立つことをする
とうれしい。」「優しくして
もらえて、また手伝いにきた
い。」と充実した一日となり
ました。

　デイサービスでは、８月２１
・２２・２３日の３日間にわた
り、利用者総勢１０１人がカラ
オケ大会に参加しました。
　昔流行していた歌やその時の
エピソードなども話され、懐メ
ロや童謡などをみんなで口ずさ
みながら、和やかな雰囲気の中
行いました。
　初めは、歌うのをちゅうちょ

されていた方も、歌が始まると、
「歌ってみようかな。」という
方が続々と現れ、舞台の上で自
慢の喉を披露しました。大音響
の中、みなさん気持ちよく熱唱
され、時間いっぱいカラオケを
楽しみました。
　歌い終わった方の中には、「
久しぶりに大きな声を出したの
で、元気になれてすごくよかっ
たわ。」と話してくれました。二人で仲良く熱唱♪

懐かしいメロディをみんなで口ずさむ

　３年間続けて参加した子や
２年連続で参加した子もおり、
年々参加者も増えています。
参加した子たちは、「来年も
参加するから。」と全日程を
終えました。

食事サービスの調理
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　８月８日は、ボランティア
の方々と食事サービスの調理
を体験し、一人暮らしの高齢
者宅でお弁当を食べながら交
流をしました。戦争の話を聞
いたり、近所へ虫を見に行っ
たり、おやつをいただいたり、
楽しく過ごしました。子ども
たちからは「交流する時間が
短かった。」「時間があっと
いう間に過ぎてしまった。」
「やさしいおばあちゃんだっ
た。」「また会いたい。」と
いう声がありました。
　８月１８日は障がい者デイ
サービスでおやつ作りを通じ
て交流し、８月２２日には今
までのことをまとめました。



件数 件数

寄附金 8 0

正会員  1,850 12 １７日 食事サービス

特別会員 100 3 １９日 福祉ふれあいまつり

賛助会員 52 128 １日 民生委員定例会 ２１日 食事サービス

2,002 143 ３日 食事サービス ２４日 三重県社会福祉大会

町老人クラブ連合会役員会 食事サービス

６日 第3回福祉まつり実行委員会 デイサービス巡回リハビリ

７日 食事サービス ２８日 食事サービス

９日 防災訓練 ２９日 ちどりの会遠足

１０日 食事サービス ３０日 ちどりの会遠足

１４日 食事サービス ３１日 食事サービス

　

　　

　

3,700 0 3,700（1,000円未満）

総　　　計 2,816,7002,231,700 585,000

745,000178,000 567,000（3,000円以上）

206,000200,000 6,000（2,000円）

1,862,0001,850,000 12,000（1,000円）

一　　般 企　　業
総　計

金額 金額

　８月２８・２９日と宿泊
交流会を開催し、一人暮ら
し高齢者１５人と、アスピ
ア玉城へ出かけました。
　アスピア玉城の工房アグ
リにおいて、『ソーセージ
作り』を体験しました。講
師の方に「おいしくなるよ
うに思いを込めてよく混ぜ
ましょう。」と教わり、み
んな熱心に混ぜました。ソ
ーセージを作る器具を使い、
羊の腸へつめました。熱心
にするあまり、羊の腸が破
れてしまい、中からひき肉
が出たり、大きさがふぞろ
いになってしまいましたが、
「自分たちで作ったからき
っとおいしいわ。」と家で
食べるのを楽しみに、でき
あがるのを待ちました。
　その後、買い物や弘法温
泉でゆったりとした時間を
過ごし、みんなでバーベキ
ューを楽しみました。

　夜は福祉センターで、「
ちどり杯第１回ペタンク大
会」や花火を行い、大いに
盛り上がりました。ペタン
ク大会では、上位３チーム
の方々に「金・銀・銅」の
手作りメダルと粗品が贈ら
れました。入賞者のみなさ
んは、「オリンピックみた
い！」と喜び合いました。
「また、第２回があるとい
いね。」と幕を閉じました。
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丸二製茶、（株）ウエムラ、喜多製茶、（有）山口製茶、大西歯科、山建（有）、
（株）新生わたらい茶、（株）丸中林業、（有）世古林業、ヘアーサロンヨシダ、
度会工業（有）、度会電器（有）、コーヒーの森ＲＵＳＴＩＣ、新三重精工（株）、
膳、丸山石油店、岡野理容店、馬瀬電機、（有）畑中製茶、岡田建材店、
竹内クレーン、山西商会自動車整備工場、（有）坂本土木、（有）中森製茶、
うまのり、ヤマモトクレーン、南島コンクリート（株）度会工場、イトーファクトリー、
東谷管工、東谷自動車、豊翠園（有）、テクノサービスサカタニ、森組岡村班、
北山商店、大喜多商店、岡村石油店、Ｃ．Ｐ．Ｓくりはら、（株）畑中工務店、
鳥源度会店、（有）大河内、浜口クリーニング店、森本医院、（株）丸井鉄工所、
内城田商事（株）、福井歯科医院、おどり場、ネイション産業（株）、（有）レユシール、
（有）クリュ、（有）山本建設、松本寝具店、（有）山本自動車工業、西田塾、
久保畳装飾店、伊藤鈑金、岡村石材、尾崎電化センター（株）、釜谷商店、
中村順一行政書士事務所、丸信製茶、東谷司法書士事務所、広美屋、
丸中製茶（有）、（有）川本コンクリート、木の整体院、横山鍼灸整骨院、
（株）原口伊勢工場、、（有）大西自動車整備工場、居酒屋いろり、かおり弁当、
ＪＡ伊勢度会支店、（株）クレセール、度会自動車（有）、越智ファミリークリニック、
うまいもん家きよまる、西川整形外科、Ｔｅｎ－ｍｉｎｄ美容室、いせしま森林組合、
ケアハウス伊勢度会彩幸、宮川車輌、すし安、度会生花、久光工業（株）、
南島清掃（有）、あんふぁん、茶苑、ヘアーサロンツムキ、（有）尾崎タイヤ、
サロンド宏香、（有）杉本測量設計事務所、ケアーズサニーロード店、（株）中野組、
（有）中野鈑金、サークルＫ度会大野木店、（株）コスモスコーポレイション大野木試験所、
西金商店、西村造園、福翠園、油家電気工業（有）、インテリア東出、（有）三重板金工業、
山下ボディー、楽膳日和、鈴木水産（有）、はせ川、田園、鰻はましん、つり具マツモト、
（株）東出林業、小俣産業、ナカムラ産業（有）、藤原表具店、（有）中部ランドリー、
小松工業、類農園（有）三重工場、ヘアーサロンキモト、（有）ナカコー、中村自動車、
飯田木材、尾崎水道（有）、光和電機工事、尾崎自動車工業所、森組小林班、西井商店、
割烹つつみ、喫茶軽食タイム、お食事処たばぬ、小野産業、（株）荻田建設、中野建築、
中井商店、あめごの里、山本金型（有）、南和建設（株）、度会運送（有）、（有）杉本工務
店、
喫茶セト、西村産業、新英毛織（株）、（株）山下、平生業務店、中野商会
　

＊＊＊ご協力ありがとうございました＊＊＊

　みなさまにお願い致しました社協会費は、
総額２,８１６,７００円になりました。
　社会福祉協議会では、こうしたみなさま
の支援に支えられながら福祉の町づくりを
目指す民間組織として、地域住民の方やボ
ランティア、関係する方々や機関と手を携

えあって、利用しやすい地域福祉サービス
の創造に取り組んでいきたいと考えていま
す。
企業は、次の事業所様にご協力いただきま
した。ご協力くださいましたみなさまに、
厚くお礼申し上げます。

　自動車事故対策機構は、交
通遺児等になられた方に育成
資金の貸付を行っています。
　自動車事故が原因で保護者
が死亡又は重度の後遺障害が
残った方の子弟で、０歳から
中学生の子供を対象に、無利
子で貸付ける制度です。

【貸付金額】
　 児童１人につき一時金『１５５，０００円』
　 決定月以後月額『２０，０００円』
　 小学校と中学校入学時に入学支度金として
　　『４４，０００円』
【返済期限】 ２０年以内
【返済方法】月賦等による均等払い

　自動車事故により頭部、脊
髄、胸腹部臓器に損傷を受け、
後遺障害の程度が右記に該当
（相当）する方が対象となり
ます。

自動車損害賠償責任保険（共済）の「介護を要する
後遺障害」で
　①等級第１級１号・２号で常時要介護の方
　　介護に要する費用の負担に応じて
　　月額：５８，５７０円～１３６，８８０円
　②等級第２級１号・２号で随時要介護の方
　　月額：２９，２９０円～５４，０００円
　※事故が平成１４年３月３１日以前の方は、等級
認定が変更となっています。

【お問合わせ】
　独立行政法人　自動車事故対策機構三重支所
　総務担当 電話：０５９ー３５０－５１８８

交通事故被害者ホットライン
各種相談機関の窓口
電話：０５７０－０００７３８
(全国どこからでも３分８.５円)


