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「花であふれる玉城町に」 

結びの場結びの場「元気「元気ですです たまきたまき」 結びの場結びの場「元気「元気ですです たまきたまき」 結びの場「元気です たまき」 

このコーナーでは、町内のボランティア活動や市民活動のご紹介や地域活動（ボランティアなど）をされる方

の募集など紙面を通じて人と人とのつながりづくりに活用していただければと考えております。 

　日頃の子育ての不安を相談して頂けるよう乳幼児・就学中の

お子様をお持ちの方を対象に「子育て教育相談」を開催いたし

ます。 

　子どもの発達上の悩みや人とのかかわり、問題行動など、日

頃感じる小さな悩みから専門的なことまで相談に応じます。 

開催日：奇数月第2水曜日（9月12日、11月14日） 
時　間：午前10時～12時 
場　所：玉城町保健福祉会館 
相談員：池山哲也さん（元玉城わかば学園校長） 
ご予約はＴＥＬ：58－6915まで 

心配ごと相談(予約不要)

　日頃悩んでいること、ちょっとしたこ

とでもどうぞご相談ください。 

時　間：午後1時～3時 
場　所：玉城町保健福祉会館 
相談員：民生委員、行政相談員、人権擁護員 

毎月10日、20日、30日 
（12月は、30日の相談はございません） 

CD好評発売中 

525円 

ボランティア「花いっぱい運動」 サロンだより 

健 康 体 操  

募 集  

子育て教育相談(要予約)
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ー社会福祉協議会だよりー 

・「元気です　たまき」を聴くと子供が泣き止んで体操をし始める。 
・一日１回必ずケーブルテレビを見てやっている。 
などの声が寄せられています。 

10月8日(月・祝)町民体育祭でも、「元気です　たまき」を行います。 

みなさん一緒にご参加くださ～い　＼（＾＾）／　 

玉城町社協デイサービスにてお話ボランティアさんを募集しています。 

時間は、午前中です。 

お年寄りの方とお話しするのが好きな方、紙芝居などやっていただける方、是非お越しください。 
 

玉城町社会福祉協議会では、75歳以上のお一人暮らしの方を対象に月2回（第1、第3日曜日）昼食を 

お届けするサービスを行っています。 お問い合わせください。 

10月21日(日)には、お楽しみ会食会を行います。お楽しみに・・・ 

皆様は覚えていただきましたか？ 

健康で楽しい体操です。 

一緒に体操しましょう！！ 

日赤募金にご協力 
ありがとうございました 

　５月から実施しました「日本赤十字募金運
動」に、住民の皆様から多くの善意が寄せら
れました。集まりました募金（1,801,043円）は、
日本赤十字社三重県支部に納入し、台風・
地震・火事などの災害救護や医療活動・血
液事業などに役立てられます。 
　皆様のご協力に、こころより感謝申し上げ
ます。 

日本赤十字社　三重県支部　玉城町分区 

vol. 1

カラオケハウス真心  様　　  
                     …………7,410円 
野の花亭　様 ……… 26,300円 

ご寄附ありがとうございました。 
（4月～7月） 

　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、赤い羽根共同募金運動に町民
のみなさまの温かいご理解と各区長さんのご助力をお願
い致します。 
　この募金は、一人暮らし高齢者の給食サービス、ボラン
ティア支援、障害者交流会や、夢工
房たまきの備品等の地域福祉活動
に大きな力となります。 
　皆様のご協力をよろしくお願い申
し上げます。 

　花いっぱい運動のグループ活動は、町内の公共的な

場所に季節ごとの花を植え、その後の世話など美化活

動を行っています。 

　花を育てるのが好き、玉城町が好きそんな仲間が集

まっています。 

　活動に興味のある方は、

一度ボランティアセンター

までお問合せください。 

　7月栄町サロンでは、「スイカを食べる会」

が開催されました。 

　みなさんで食べるスイカは、甘みも多く

笑顔のあふれる会になりました。 

　栄町サロンは毎月第４水曜日に栄町公民

館で行われています。 

　お近くの方、一度お越し

ください。 

 

10月～12月は 
赤い羽根 
共同募金運動期間です 



会員区分 

個人会員( 　300円/口) 

団体会員(  5,000円/口) 

賛助会員(10,000円/口) 

計 

口数 会費 

 1,288 

86 

5 

1,379

386,400円 

430,000円 

50,000円 

866,400円 

1 社協会員、各種募金事業
　1社協会員 

募金の種類 

日赤募金 

共同募金 

歳末たすけあい募金 

期間 

５月 

10月～12月 

募金額 

1,748,169円 

1,891,019円 

2募金関係 

会費・募金の配分金は配食サービスの材料・ボランティア育成事業等に活用しました。 

2 地域福祉活動推進事業 
　1ふれあいのまちづくり事業 
　2ボランティア育成事業 
　3心配ごと相談事業 
　4生活福祉資金貸付事業 
　　…本年度は、オリジナル健康体操「元気です たまき」を作成し、町内全体に体操の普及を図っています。 

3 町受託事業 
　1福祉バス運行・町内バス 月平均延79人利用 
2授産施設運営事業・開所日数243日　通所者数 月平均6.87人利用 

4 介護保険事業 
　1居宅介護支援事業(ケアプラン作成)・延1,457件利用 
2福祉用具貸与事業・延510件利用 
3訪問介護事業(ホームヘルプサービス)・延796人 9,340回利用 
4通所介護事業(デイサービス)・延1,038人 8,160回利用 

5 自立支援事業(障害者(児)支援事業) 
　1居宅介護事業・延べ86人 964回利用 
2デイサービス事業・延べ73人 713回利用 

6 福祉有償運送 
　認定を受けた方の送迎、介助・89人延べ2,747回利用 

7 ことぶき人材センター事業 
　高齢者のための生きがいづくりの就業場・作業件数 544件 
 

みんなが安心して 
暮らせる 

福祉のまちづくり 

平成18年度　事業報告 

平成18年度　決算報告 
（千円） 

介護保険収入 

自立支援収入 

県補助金 

町補助金 

その他補助金 

県受託金 

町受託金 

共同募金配分金 

会費 

寄附金収入 

事業収入他 

 

118,828 
6,468 
1,100 
20,364 

732 
183 

19,816 
1,981 
867 

2,986 
1,540 
99,992 
274,857

前期繰越 

計 

自立支援事業 

法人 

夢工房たまき 

福祉バス 

ふれあいのまちづくり 

その他支出事業 

73,373 
21,902 
18,413 
7,310 
3,605 
46,753 
14,623 
7,772 
6,297 
131 

 
74,678 
274,857

(千円)

通所介護事業 

訪問介護事業 

居宅介護事業 

福祉用具事業 

 

介
護
保
険 

次期繰越 

計 

　社協は住民の皆様の暖かいご理解、ご協力

に支えられ、地域で福祉事業を進めていく民

間団体として、活動させていただいております。 

　みな様から寄せられた会費は、社協各種事

業や地域福祉活動の充実のため、有効に活用

させていただきたく、一人でも多くの方の入

会をお願いいたします。 

 

◎ 個人会員（世帯単位の入会） 
　 ･･････会費１口　　３００円（年額） 
 
◎ 団体会員（福祉施設および団体、企業等） 
　 ･･････会費１口　５,０００円（年額） 
 
◎ 賛助会員（一定額以上の会費納入者） 
　 ･･････会費１口 １０,０００円（年額） 

支
　
　
出 

収
　
　
入 

　6/22（金）夢工房たまき14周年記念行事として「ボ

ランティアさんに感謝する日」を開催いたしました。 

　当日はあいにくの天気でしたが、なかまや家族

が一緒に、日頃お世話になっている虹の会の方々と、

松阪ベルファームで食事会やメモリアル陶板作

りなどを行い、思い出にのこる一日となりました。 

　今後も地域の施設

として、活動の幅を広

げて行きたいと思っ

ております。 

　ぜひ、お気軽にお立

ち寄りください。 

 

　「介護保険を使いたいな」「介護をうけたいな」と思

ったら、わたしたちケアマネージャーにご相談くだ

さい。 

　「こんなこと聞いたらおかしいかな」と思わず、遠

慮なく何でも聞いてくださいね。 

　「もっと早く相談したらよかったわ」と言われる方

もたくさんいらっし

ゃいます。ひとりで

悩まず、お話ください。 

　きっとお力になれ

ると思います。 

居宅介護支援事業所 

通所介護支援事業所 訪 問 介 護 支 援 事 業 所  

　デイサービスでは、９月にはレクレーションで「運

動会」を開催する予定です。また、慰問行事として、「交

流会」・「お茶会」・「ハーモニカ演奏」などボランテ

ィアさんに協力していただき、ご利用された方が

楽しんで参加していただけるような行事を考えて

おります。その他には身近にあるような物や滑車・

ボールなどを使って介護予防運動や、「元気です た

まき」の健康体

操にも取り組ん

でおります。楽

しいデイサービ

ス、ぜひ一度見学、

ご利用お待ちし

ております。 

＝平成19年度社協会員募集＝ 

　「利用される方の意思を尊重し、その方の求めて

いる生活に向けて、ぬくもりのある介護を提供い

たします。」 

　介護保険で認定を

受けた方に日常生活

のお手伝いをしてい

ます。 

夢 工 房 た ま き  


