
10月～12月は 
赤い羽根共同募金運動期間です 

だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことができ

る社会作りの実現のため、町民のみなさまの温かいご

理解と各区長さんのご助力のもとに、現在赤い羽根共

同募金運動を進めております。 

10月3日には、民生委員さんが町内4ヶ所で街頭募金

活動を行い、たくさんの方から募金が寄せられました。

ありがとうございました。 

ご協力ありがとうございます 

～「修学資金」受験前の事前申請可能になりました～ 

≪生活福祉資金貸付制度のご案内≫ ≪生活福祉資金貸付制度のご案内≫ 

　社会福祉協議会では生活福祉資金貸付制度を実施しています。この制度は、低所得世帯、障
害者世帯、高齢者世帯等に対し、資金の貸付と必要な援助指導を行うことにより、その世帯の自
立更正等を図ることを目的としています。 
　その中の「修学資金」については規程が改正され、就学を希望する学校を受験することが証明
できる書類（入学願書・受験票の写し等）を添付すれば借入申請ができることになりました。 

【資金種類】 更生･福祉･住宅･修学･療養介護･災 
 害援護･離職者支援･長期生活支援資 

 金の8種類 

 

【貸付対象】 貸付と必要な援助指導により独立自 
 活できると認められ、そのための融 

 資を他から受けられない世帯。(低所 

 得世帯・障害者世帯・高齢者世帯･ 

 失業者世帯)

【連帯保証人】 1名必要です。 
 ＊連帯借受人が必要な場合があり 

 　ます。 

 

【お問合せ先】 玉城町社会福祉協議会 
 電話 58-6915 

 又は三重県社会福祉協議会 

 電話 059-227-5145

★福祉バスで再発見！福祉バス第3弾★ 

広泰寺で晩秋に浸ろう 広泰寺で晩秋に浸ろう 広泰寺で晩秋に浸ろう 下外城
田編 

その１ 

通り慣れた道でも、福祉バスから見る景色は少し違うかも？ 
宮古地区の「広泰寺」さんで一味違った晩秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。 

※運休… 
　水曜日、年末年始 
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会館発 

宮古着 

会館発 

9:15 
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10:00

13:30 

14:08 

14:15

14:30 

15:08 

15:15

※ 会館を起点とした時刻となっています。 
※ 会館までの時刻など詳しくは社協までお問い合わせ下さい。 

11月8日（火）　PM2:00～4:00

●玉城町保健福祉会館にて 

●予約は11月1日～5日の8:30～17:15までに 
 玉城町社協（TEL.58-6915）まで 

■弁護士による無料法律相談■ 

10日（木） 
30日（水） 

●玉城町保健福祉会館にて　●予約不要です 

■11月の心配ごと相談■ 

（敬称略） 

ご寄附ありがとうございました。 
7月～9月 

玉城町ことぶき人材センター 

60歳以上の方で、2人以上での草刈り又は草取

り作業チームを募集しております。お誘いあわ

せてお申し込みください。お一人でも可能です。 

玉城町社協内ことぶき人材センター 

（TEL.58-6915）まで 

囲碁・将棋を 

ゆずってください 

おうちで眠っている囲碁・将棋がありましたら、

おゆずり下さい。いきいきサロンなど地域の集い

の場でみなさんに活用していただきます。 

玉城町社協（TEL.58-6915）まで 

ご連絡ください。 

草刈りチーム、 
草取りチーム募集 
草刈りチーム、 
草取りチーム募集 
草刈りチーム、 
草取りチーム募集 

◆玉城健康教室一同 8月 50,000円 

◆河　　寿夫 20,000円 

PM1：00～3：00
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玉城町 
社会福祉大会 
玉城町 
社会福祉大会 
玉城町 
社会福祉大会 

小中学生からの福祉に関する質問に会長・局長・役場福祉チームが 
お答えします・・・など 

主催：玉城町社会福祉協議会 
共催：玉城町・玉城町ボランティアセンター・玉城病院 

後援：玉城町教育委員会 

◆午前9：30～ 式典 

◆午前11：00～ 健康づくり講演会 

◆午後1：30～ 玉中吹奏楽部演奏 
～ふれあいコンサート～ 

◆正午～ 体験・参加コーナー 

11月20 日（日） 平成17年11月20 日（日） 

午前9時30分～（雨天決行） 
日時 

玉城町保健福祉会館 玉城町保健福祉会館 場所 

式典の中では・・・「福祉の一問一答」 
 

●リサイクル体験教室（ハガキ作り・廃油石けん作り） 
●ＥＭ菌コーナー（ＥＭ菌を知って、エコライフ） 
●リサイクルショップ　●花の苗無料配布 
●缶処理体験　●昔の手作りおもちゃコーナー　ほか 

今年は、「環境」をテーマに屋外のコーナーを設けました。 

第

4

回

 

★正午～体験・参加各コーナー開始。（一部除く） 

★うどん・焼きそばには、数量限定のため食券が必要で 
 す。当日9:00～玄関国旗前にて配布いたします。 

★身近にボランティア 
 ■ 古切手、使用済みテレホンカード、ベルマークを 
  お持ち下さい。（会場内に設置された箱に入れてく 
  ださい。） 
 ■ ご家庭で飲まれたアルミ缶を洗ってお持ち下さい。 

コ ー ナ ー お 知 ら せ 

1. ふれあいホール 

 午前 9：30…開会式（一刀彫披露） 
  9：40…表彰 ・福祉功労者　・健康優良家庭  
    福祉の作文　・川柳 
  10：15…一問一答 
 ■ 小中学生の質問に会長（町長）･ 
    局長・役場福祉統轄がお答えします。 

  11：00～12：00…健康づくり講演会   
      (有)平岡健康開発研究所 
    平岡令孝氏  

 午後 1：30…玉中吹奏楽部演奏 
   ～ふれあいコンサート～ 
   素敵な音色に心癒されます。 

2. ネパール支援コーナー（NPO） 

3. ボランティアによる手品コーナー 

4. 抹茶コーナー 

5. 環境コーナー 
 ■ リサイクル体験教室　■ EM菌を知ろう！！　■ リサイクルショップ  
 ■ 花苗無料配布　■ 缶処理体験（アルミ缶を洗ってお持ち下さい） 
 ■ 昔の手作りおもちゃコーナー　■ ゴミステーション 

6. ポップコーン 

7. 車椅子社交ダンス体験（雨天中止） 

8. 介護食教室・試食体験コーナー 
食事介助の介護方法コーナー 

9. 防災コーナー 

10. 玉城病院コーナー 
■ 玉城病院の医師等による相談　■ 尿検査などの健診 

11. 町内福祉施設 作品展示・販売 

12. 夢工房　■ 作品販売　■ 体験コーナー 

13. うどん・焼きそば 

14. 手話劇 

15. ◆高齢者擬似体験 
◆ユニバーサルデザイン商品展示 

16. 社協啓発コーナー 

17. 介護相談コーナー 
  （介護相談員  午後1：30～4：00） 

18. 喫茶白ゆり 

19. 紙芝居読み聞かせコーナー 

20. ボランティア団体啓発コーナー 

21. 古切手整理体験 

 

 

 

講演を聞いて、 
イキイキ生活!!

＊コーナー開始は、11：30～です。 
  食券（9:00～配布）が必要になります。 

＊コーナー開始は、11：30～です。 

＊開始は、11：30～です。 

＊ゴミの分別に御協力下さい。 

＊ドリンクどれでも100円です。 

（玉城町制50周年記念） 

講師：（有）平岡健康開発研究所長  平岡令孝氏 
 松阪市嬉野町でスポーツジム「ＭＡＸ」を開業 

よし   たか 

＊地振雲や地振体験談が聞けます。 

■当日、イベント・コーナー等は予告なく変更になる 
　場合がございます。 
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