この広報紙には「赤い羽根」共同募金の配分金が使われています。

くわな社協だより
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桑名市社会福祉大会

《第1部》

《第2部》

表彰式典 13:3０〜14:20

記念講演 14:30〜16:00

社会福祉に貢献された
団体・個人への表彰

講師

と き

テーマ

江口

舞 さん

アーチェリー
（パラリンピックアスリート）

「パラレルライフ〜もう一つの人生」

１０月２３日（水）
１３
：
３０〜１６
：
００
（開場 １３
：
００）

ところ

桑名市総合福祉会館
（桑名市常盤町51番地）

入場無料

●定員を超えた場合は
入場をお断りすることがあります
●式典途中の入退場はご遠慮願います
●手話通訳・要約筆記あります
●託児の必要な方は、事前にご連絡ください

お問い合わせ先
1

舞さんプロフィール︼

●事前申込不要

︻江口

定員250名

1997年大阪府柏原市生まれ
大阪市立大阪ビジネスフロンティア高校卒業
現在、柏原市役所政策推進部企画調整課勤務
2014年の高校2年生の通学途中、電車との接触事故で左足の膝から下を切
断し、義足での生活を送っている。高校3年生の時、アーチェリーと出会い、
アーチェリーでの大学進学を目指していたが、足の再手術のため1年間入院し
大学を断念。退院後、大阪市立内小学校にて事務職員として勤務していた。
2017年に24時間テレビで槍ヶ岳登山に挑戦し見事、成功した。
2019年現在、小学校を辞職し、地元の柏原市役所で勤務をしながら2020年
東京パラリンピックを目指し邁進中！
！

桑名市社会福祉協議会

TEL 22-8218

桑名市常盤町５１ 桑名市総合福祉会館館内
FAX 23-5079 メール kshakyo@jasmine.ocn.ne.jp

平成

年度 社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会

桑 名 市 社 会 福 祉 協 議 会 は ︑地 域 福 祉の中 核 的 推 進 機 関 と して︑さ ま ざ ま な 事 業 を 進 めてまいりまし た ︒

事業報告

歳 以 上 で ︑指 定 の 施 設 で ボ ラン

トを付与︑
交付金を交付する制度︒

ティア活動を行った方に︑実績に応じてポイン

市内在住

○桑名市介護支援ボランティア制度事業

○障害福祉サービス事業

○要介護認定調査事業 ４２９６件

○市通知文書等点訳事業

○点訳及び朗読奉仕員養成事業

○点字・声の広報等発行事業

○山崎苑運営事業

○桑名市北部東・北部西地域包括支援センター

受託事業

○しあわせ金庫貸付事業

○生活福祉資金貸付事業

資金貸付事業

常的な金銭管理などを行う事業︒

て︑福 祉サービスを利 用するための支 援 や日

○ 高 齢 者 等で判 断 能 力 が 十 分でない人に対 し

日常生活自立支援事業

︶でご覧いた だけま す ︒
(http://www.kuwana-shakyo.com

でも幅広く活動︒
○子育て支援事業
・フリースペース型

回開催︶

○ボランティアセンター登録状況

ボランティア活動推進事業

・ペアレントトレーニング

・余暇支援︑
夏休み活動支援・放課後クラブ

○在宅障がい児者サポート事業

︵年

○精神障がい者ふれあいサロン ほのぼのルーム

○精神保健福祉ボランティア講座

・児童虐待防止事業 ふれあい子育てサロン

大型遊具であそぼ！

対象 とした音楽療法を実践︒地域のイベント

高齢者︑障がい者︑未就園児など︑様々な方を

ここに︑事 業の一部 を ご紹 介 しま す ︒詳 細 は ︑ホームページ

地域福祉活動推進事業

○高齢者対象事業

・長島福祉健康まつり

・多度すこやかフェスタ

○福祉まつり事業

○社協だよりの発行

○第十四回桑名市社会福祉大会

門部会等の開催

全 体 市 民 会 議・推 進 運 営 会 議・合同 委 員 会・専

○第３期桑名市地域福祉計画の推進

○宅老所の推進・指導育成及び活動︵ か所︶

○地区社協等の設立促進

○地区社協の推進・指導育成及び活動︵ か所︶
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・おどりの基本動作を使った介護予防運動

個人４１６人・グループ１１７︵１５６４人︶
年間７１１件
校

○ボランティアスクール ６教室 述べ１３５人
○コーディネート

○子どもの福祉活動推進のための助成事業

福祉相談事業
○心配ごと相談事業
人

26

・高齢者福祉相談員派遣事業
・いきいきサロンの開催

22

延べ相談利用者数

72

・地域ふれあいサロン﹁まめじゃ会﹂
・
一人暮らし高齢者等生きがい広場
・
一人暮らし高齢者のつどい事業
○福祉車両・車いす貸出事業
○音楽療法事業

65

30

2

5.49%

2.17%

348,734,978 円

30.98%

399,505,084 円

44.87%

8,334,389 円

0.74%

3,123,094 円

0.35%

15,569,142 円

248,331,540 円

22.06%

1.75%

98,051,685 円

8.71%

施設管理

131,901,346 円

14.82%

清風園管理運営

その他の収入

157,791,983 円

14.02%

105,585,421 円

11.86%

28,740,834 円

前期末支払資金残高

197,370,993 円

17.53%

3.23%

1,125,689,082 円

100.00%

○通所介護事業 デイサービス
○介護予防・日常生活支援総合事業

障がい福祉サービス事業
○居宅介護・同行援護・移動支援事業
○指定特定相談支援及び指定障害児相談支援
事業

61,797,503 円

登録者数３４７人
○高齢者サポーター養成講座
運動を含めた﹁通いの場﹂の運営を通じて︑地
域 及 び 自 らの介 護 予 防に取 り 組む人 材 を 養
成することを目的に実施︒
○生活支援体制整備事業
○障害者総合相談支援事業

6.33%

19,330,391 円

福祉サービス利用援助

その他の事業

56,389,988 円

共同募金

障害者計画相談

○障害支援区分認定調査事業

地域福祉

在宅サービス

○福祉総合相談事業

0.14%

介護予防生活支援

○福祉関係団体事務局
○福祉有償運送事業
○配食弁当サービス︵多度支所・長島支所︶

1,605,211 円

山崎苑運営

○夏季学童保育所事業︵新︶
人

○地域力強化推進事業︵新︶

○訪問給食サービス事業

寄付金収入

支出合計

登録児童数
○生活困窮者自立相談支援事業

長島支所において実施
○介護職員初任者研修

○桑名市福祉後見サポートセンター運営事業
成年後見人制度に関する相談支援の窓口︑市

○介護職員実務者研修
介 護 福 祉 士 国 家 試 験 受 験 資 格の取 得 を 目 的

民の 方への 広 報・啓 発 活 動 ︑市 民 後 見 人の 養
成・活動支援︑
法人後見の受任を行う︒

○実習生の受け入れ

に︑
通信学習とスクーリングにて実施︒

施設管理運営事業 指(定管理者 )

年 ７月 に 発 生 し た 岐 阜 県 関 市 にお け

○災害時の被災地支援
平成

桑名市総合福祉会館・桑名福祉センター・桑名
北 部 老 人 福 祉センター・養 護 老 人ホーム桑 名

年 ７月 豪 雨 災 害 に 関 し

る大 雨 災 害 と 平 成

14.31%

障害福祉サービス等事業収入

清風園・多度すこやかセンター・長島デイサー

127,368,688 円

介護保険事業収入

て被災地支援活動を行いました︒

法人運営

事業収入

ビスセンター・長島福祉健康センター各館で︑
楽 しみ づくり や 交 流の機 会 と なる 教 養 講 座
等を開催︒

0.31%

100.00%

0.33%

収入合計

介護保険事業
○居宅介護支援事業 ケアプランの作成・相談
○訪問介護事業 ホームヘルパー派遣

3

2,762,302 円

3,670,800 円

受託金収入

合

割

決算額

支出事業

合

890,276,290 円

会費収入

経常経費補助金収入

30

割

決算額

収入科目

30

※紙面の都合により、
社会福祉事業のみ掲載いたします。

支出の部

収入の部

47

平成30年度決算報告（社会福祉事業収支決算）

じぶんの町を良くするしくみ
赤い羽根共同募金運動にご協力をお願いいたします
今年も赤い羽根共同募金運動が始まりました。昨年は、
皆さまのご理解、
ご協力を賜り、
桑名市で１９,8７7,０７８円もの募
金をお寄せいただきました。心より御礼申し上げます。
赤い羽根共同募金は、
地域の皆さまのご協力、
ご参加により、
その活動を連綿と続けており、
創設からの累計額は９,７００
億円以上に及びます。
時代のニーズに対応し、
諸課題の解決に活かされてきた共同募金は、
現在でも「社会福祉法」に定められた地域福祉の推
進を目的に、
さまざまな地域の課題解決に取り組む民間団体を支援する「じぶんの町を良くするしくみ。」として、
地域のさま
ざまな福祉活動を支援しています。
より良い地域づくりのために、
一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるように取り組んでまいります。
皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
今年の桑名市の目標額は

22,196,000円
です

赤い羽根共同募金は
災害支援にも活用されています

赤い羽根共同募金は、
事前に民間の社会福祉団体・
施設等の申請を受け、
配分計画を立てて目標額を決め
ています。これを「計画募金」といい、
社会福祉法で定め
られています。
目標額はありますが、
任意の募金です。共同募金の趣
旨をご理解いただき、
ご協力をいただければ幸いです。

募金額の一部を、
各都道府県共同募金会で災害等準備金として積み立てて
おり、
大規模災害が起こった際に、
被災地を応援するために使われています。

「多度すこやかフェスタ2019」開催！
昔懐かしいちんどんやさんの練り歩きやステージ、
プラレール広場、ミニ縁日（ぷかぷかすくい・くじ引
きなど）、各種バザーや飲食コーナーなど、楽しいイ
ベントを用意して盛大に開催します。
【日時】10/27（日）
9:30〜14:00
【会場】多度すこやかセンター
【お問い合わせ】
多度支所 TEL：49-2029

『秋の作品展』のご案内
パソコン、書道、絵手紙、手芸、桑名の千羽鶴、
生け花などの講座やサークルの作品を展示します。

※講座やサークルの受講生も追加募集中！
詳細は下記まで
【日時】1１/９
（土）９:00〜1５:３0
13：00〜 音楽療法士による音楽イベント
14：30〜 子どもたちの『よさこいダンス』
【申込・お問い合わせ先】
桑名北部老人福祉センター TEL：29-1438

長島福祉健康まつり開催！
長島デイサービスセンター
長島地区の各福祉団体・健康団
体の協力のもと、各種コーナー、イ
ベントを用意して盛大に開催いたし
ます。大人気の健康チェックコーナー
はもちろん、飲食ブースも充実！。
【日時】
１１/２日（土）9:30〜14:00
【会場】長島福祉健康センター
【お問い合わせ】長島支所 TEL：42-2110

「地域福祉げんき講座」参加者募集！
様々な支えあい活動について学びます。

このゆびと〜まれ

【対象】
どなたでも 【場所】桑名市総合福祉会館
【時間】10:00〜12:00 【参加費】無料
【日程】①11/24（日） ②2/8（土）
【内容】①エゴマップの作成 ②菰野町における乗り合い
タクシー及びＭａａＳの活動について、
生活支援について
【申込・お問い合わせ先】
本所 地域福祉課まで。 TEL：22-8218
主催／桑名市地域福祉計画推進市民会議 仕組みづくり部会
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健康・ケア教室のご案内
桑名市総合福祉会館

TEL:22-8218

【対象】市内在住概ね65歳以上の方 【場所】桑名市総合福祉会館 【参加費】無料
内容

開催日

時間

みんなで楽しくヨガ

10/3、10/17、10/31、11/7、11/21、12/5、12/19

※すべて木曜日

13:30 〜 15:00

笑いヨガ

10/10、10/24、11/14、11/28、12/12、12/26

※すべて木曜日

13:30 〜 15:00

桑名福祉センター

TEL:32-1889

【対象】市内在住の６０歳以上の方 【場所】桑名福祉センター
内容

開催日

時間

参加費

みんないきいきコンサート

10/２（水）、11/6（水）、11/27（水）

13:00 〜 14:00

無料

笑いヨガ（健康体操）

10/3（木）、11/7（木）、12/5（木）

10:00 〜 11:30

無料

おたっしゃクラブ（健康体操）

10/9（水）、11/13（水）、12/11（水）

10:00 〜 11:00

無料

ふれ愛体操

10/24（木）、11/29（金）、12/27（金）

10:00 〜 11:00

無料

水彩画「描いてみよう会」

10/28（月）、11/25（月）、12/16（月）

10:00 〜 12:00

200 円

地域交流カフェ

10/16（水）、11/20（水）、12/18（水）

13:30 〜 15:00

50 円

教室に参加して元気の花を咲かせましょう！

桑名北部老人福祉センター

TEL:29-1438

【対象】市内在住概ね65歳以上の方 【場所】桑名北部老人福祉センター 【参加費】無料
内容

開催日

時間
９:30 〜 10:30

練功

10/7、11/25、12/２ ※すべて月曜日

ヨガ

10/21、10/２8、11/11、11/18、12/９、12/16

腰痛予防体操

10/15( 火 )、11/5( 火 )、12/23( 月 )

※すべて月曜日

９:30 〜 10:30
９:30 〜 10:30

腰痛のある方、介護や仕事で腰に負担をかける機会が多い方など。みんなで一緒に体を動かして、楽しい時間を過ごしましょう。
（持ち物：タオル 動きやすい服装でおこしください。）

多度支所｢ほっと安心カフェ｣

TEL:49-2029

【対象】市内在住65歳以上の方 【場所】多度すこやかセンター
内容

開催日

時間

笑いヨガ

10/1、10/15、11/5、11/19、12/3、12/17 ※すべて火曜日

練功

10/8、10/29、11/12、11/26、12/10、12/24 ※すべて火曜日

事前申込

参加費

不要

無料

不要

無料

10:00 〜 11:30

すこやかランチ

笑いヨガや練功のあとに月に一度、ランチ会を開催します。管理栄養士による栄養相談も受け付けています。
【参加費】500円 ※要事前申込（1週間前まで）
開催日
10/8、11/19、12/24

一汁一菜の料理教室とみそ玉作り

時間

対象

11:45 〜 12:45

当日開催の笑いヨガ・練功の参加者

【日時】10/29（火）10:00〜13:00 【参加費】600円 【定員】20名（先着順）
【講師】管理薬膳師 斎藤純子さん 【内容】薬膳の基本的な考え方のミニ講座と料理教室。
お味噌汁をいつでもどこでもいただける、
かわいいみそ玉づくり。 【申込開始日】10/2（水）
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長島支所

TEL:42-2110

【対象】市内在住概ね65歳以上の方 【参加費】100円/回 【時間】10:00〜12:00
【場所】長島福祉健康センター／長島デイサービスセンターほほえみ

《長島福祉健康センター》
10月

11月

12月

2（水）

折り紙教室

6（水）

折り紙教室

2（月）

音楽で健康！

4（金）

練功

8（金）

シニアヨガ

4（水）

折り紙教室

7（月）

音楽で健康！

11（月）

音楽で健康!

6（金）

練功

9（水）

大極拳

13（水）

太極拳

9（月）

創作・手芸カフェ

11（金）

シニアヨガ

15（金）

練功

11（水）

大極拳

18（金）

練功

18（月）

創作・手芸カフェ

13（金）

シニアヨガ

21（月）

創作・手芸カフェ

22（金）

シニアヨガ

20（金）

練功

23（水）

太極拳

27（水）

太極拳

25（水）

大極拳

25（金）

シニアヨガ

29（金）

練功

27（金）

シニアヨガ

※第1月曜日、
毎週金曜日10:00〜12:00に「カフェなかよし」を行っています。
（利用料100円）

《長島デイサービスセンター ほほえみ》
10月

11月

2（水）

太極拳

6（水）

4（金）

イスヨガ

16（水）
18（金）

12月

太極拳

4（水）

太極拳

15（金）

イスヨガ

6（金）

イスヨガ

太極拳

20（水）

太極拳

18（水）

太極拳

ステップアップヨガ

29（金）

ステップアップヨガ

20（金）

ステップアップヨガ

参 加 者 募 集！
！
介護予防教室

一緒に楽しみませんか？

ほっこり「ゆるイスヨガ」

運動不足かも、最近動きづらくなった…そんな不安を持つ皆さん、イスを使ったヨガを楽しみませんか？
【対象】市内在住の方 【場所】桑名市総合福祉会館 【お問い合わせ先】本所 TEL:22-8218
開催日
10/10、10/24、11/14、11/28、12/12、12/26

※全て木曜日

時間

参加費

事前申込

15:30 〜 16:30

無料

不要

「サヨナラ腰痛ヨガ」

楽しく介護を続けるために

腰に負担の大きい介護。ダルイ！冷える！痛い！こんな不調に悩まされていませんか？そんな時に効果的なのがヨガ！つ
らい不調をヨガで和らげませんか？
【対象】家族の介護をしている方、
介護事業所に勤務している方 【場所】桑名市総合福祉会館
【お問い合わせ先】本所 TEL:22-8218
開催日
10/3、10/17、11/7、11/21、12/5、12/19

桑名北部老人福祉センター

※全て木曜日

時間

参加費/回

事前申込

19:00 〜

100 円

不要

転倒予防･イスDE体操教室募集

座ったままできる体操です。転ばない体を作りましょう。
【日時】第5水曜日10:00〜11:00（10/30、
１/29） 【対象】市内在住60歳以上の方
【定員】30人 【参加費】無料 【持ち物】水分補給用の水筒など。お持ちの方は5本指靴下。
【その他】動きやすい服装でおこしください。
【申込・お問い合わせ先】桑名北部老人福祉センター TEL:29-1438
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10月〜2020年1月開催予定

大型遊具であそぼ！＆ おもちゃ病院
好きな時に来て、好きなだけ遊んでください。おもちゃ病院ではボランティ
アグループ「おもちゃ病院くわな」が壊れたおもちゃを無料修理してくれます。

本所／子育てサロン担当
TEL22-8218 FAX23-5079
メールkshakyo@jasmine.ocn.ne.jp

【日時】10/7（月）、
11/11（月）、
12/9（月）、
１/20（月）10:30〜14:00 【会場】桑名市総合福祉会館

大会議室

ホッと一息… お話ししていきませんか？
「疲れた」
「何だかイライラして‥」何でも結構です。ボランティアグループ「ほっとすぺーす」のメンバーとお話し
してストレスを発散しませんか？お気軽にどうぞ！
10/7（月）13：00〜「あいうえおとあそぼっ！」
読み聞かせやリズム遊びをしますよ〜♪

「みんなで歌おう♪
ふれあいコンサート」のお知らせ
昔懐かしい歌・童謡・唱歌・歌謡曲等、幅広いジャ
ンルの歌をみんなで一緒に歌いましょう♪
【場所】桑名市総合福祉会館
【日時】10/16、
11/20、
12/18、
2/19, 3/18
13:30〜15:00（開場13:00）
【対象】概ね６０歳以上の方と付き添いの方
（事前の申込は不要）

【参加費】200円
【お問い合わせ先】音楽療法室

TEL：25-2002

12/9（月）13：00〜「クリスマスコンサート」

ラ・カンパネッラさんのミュージックベルの演奏♪

「ラララ・おんがく♪」
開催のお知らせ

ぽかぽか版

陽だまりの丘「ぽかぽか」にて開催します♪
【対象】市内在住の未就園児と保護者
【日時】10/29（火）10:00〜10:50
【会場】陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」体育室
【内容】親子のふれあいを大切にしながら、
音楽に合わせて体を動かしたり、
楽器を鳴らします。
【参加費】300円（親子１組）
【定員】40組※先着順 【申込開始】10/1〜
【申込方法】音楽療法室へ電話申込。TEL：25-2002

音楽療法士によるオータムコンサートのお知らせ♪

秋色に染まった午後のひととき、
音楽で世界を旅しませんか

【日時】10/30（水）14：00〜14：50 【会場】六華苑 洋館1階ホール 【入場料】入苑料でご鑑賞頂けます※事前申し込み不要
【内容】
アコーディオン、
マンドリン、
キーボードの独奏及び合奏 【お問い合わせ先】音楽療法室 TEL：25-2002

ボランティア通信

〜あした笑顔になあれ〜

障がい者外出支援ボランティア しらさぎの会
「秋の交流会」参加者募集
令和という新しい年号になりました。皆でお伊勢さんへお参りしませんか？
【対象】市内在住で、
外出支援を必要とされるかた。視覚障がい又は、
身体障がいのある障害者手帳をお持ちの方
【日時】10/31（木）9:00〜16:30頃 ※小雨決行 【集合場所】桑名駅前ロータリータクシー乗り場（東口）
【定員】
１０名 ※先着順 【参加費】1,000円（昼食は各自負担） 【持ち物】障害者手帳
【申込期間】10/1（火）〜10/8（火） 【申込先】本所 TEL：22-8218

桑名ボ連協まつりにご協力ありがとうございました！
9/７（土）開催の「桑名ボ連協まつり」に、ご来場・ご協力ありがとうございました。おかげ様で盛況のう
ち終了いたしました。バザーの収益は、加盟団体の活動助成金および自然災害などで甚大な被害を受けられた
方々への義援金・支援金等に活用させていただきます。
桑名ボランティア連絡協議会

善意のご寄付ありがとうございます（6/1〜8/31）
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≪本所≫フジモトHD株式会社 様
≪長島支所≫ながしまエコの会

車いす2台
100,000円

介護認定調査員募集

要介護認定に必要な調査を行う「介護認定調査員」を募集しています

【業務内容】厚生労働省が定める介護認定調査を行い、
調査票の作成・提出を行う。
【募集人数】若干名 【資格】介護支援専門員 【調査地域】桑名市内及びその近郊
【給与】調査1件当たり 3,300円（交通費別途1件当たり 500円支給）
【その他】
マイカーを利用できる方、
簡単なEXCEL入力有、
勤務日数応相談（都合に合わせて自分のペースで働けます。）
【応募】
まずはお気軽にお電話ください
【お問い合わせ先】桑名市社会福祉協議会 TEL:23-3830

「陽だまりの丘複合施設ぽかぽか講座受講料着服事案について」のお詫び
この度、本会が管理する児童福祉施設において、講座受講料総額６２万９千円を横領した職員（６０代男性）を
令和元年９月３日付けにて懲戒解雇いたしました。併せて、事務局長及び文化スポーツ振興課長を管理不行届きと
して減給処分といたしました。なお、横領された現金については、全額弁償されています。
今回の不祥事は、いつも当会施設を利用してくださる皆様の信頼を大きく損なうことであり、役職員一同深くお
詫び申し上げますと共に今後は、職員間がお互いの困りごとを何でも話し合える関係をつくり、意志の疎通を図り、
再発防止を徹底し、市民の皆様の信頼を回復できますよう全力を尽くしてまいります。

令和元年１０月１日

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会

司法書士による成年後見相談会

心配ごと相談

毎月1水曜日 9:00〜12:00
桑名市総合福祉会館
【対象】市内在住の65歳以上の方と
そのご家族 ※要事前申込
【費用】無料 【申込先】本所 TEL:22-8218

内容によっては、
弁護士相談
もあります。
毎週木曜日10:00〜12:00
TEL:22-8483
桑名市社会福祉会館

社会福祉法人 桑名市社会福祉協議会
■本所 桑名市総合福祉会館
〒511-0062 常盤町51番地
総 務 課 TEL 22-8311
地域福祉課 TEL 22-8218
FAX 23-5079（共通）
メール kshakyo@jasmine.ocn.ne.jp

■桑名市社会福祉会館
〒511-0068 中央町2丁目25番地
TEL/FAX 22-8483
■音楽療法室（桑名市社会福祉会館1階）
TEL 25-2002 FAX 22-8483

会長

山 中 啓 圓

精神障がいのある方のための
フリースペース

ほのぼのルーム

新築町67-1

10/11（金）、
10/28（月）、
11/8（金）、
11/25（月）、12/13（金）、12/23（月） 13:00〜16:30
【お問い合わせ先】本所 TEL:22-8218

〈ホームページ〉 http://www.kuwana-shakyo.com

■多度支所 多度すこやかセンター
〒511-0106 多度町多度1丁目1番地1
TEL 49-2029 FAX 48-6331
メール sukoyaka@eagle.ocn.ne.jp

■長島支所 長島福祉健康センター
〒511-1122 長島町松ヶ島53番地2
TEL42-2110 FAX42-2613
メール nabana@clock.ocn.ne.jp

■北部西地域包括支援センター
TEL 49-2031 FAX 49-2533

■ケアプランセンター TEL 84-7890

■福祉なんでも相談センター
〒511-0903 大山田1丁目7-4
（大山田コミュニティプラザ1階）
TEL 41-2114 FAX 41-2174

■長島デイサービスセンター ほほえみ
〒511-1122 長島町松ヶ島66番地
TEL 41-1022 FAX 41-1250

■障害者総合相談支援センター TEL 41-2015

■北部東地域包括支援センター
TEL 42-2119 FAX 41-0515

■桑名北部老人福祉センター
〒511-0808 下深谷部4960番地10
TEL 29-1438 FAX 29-1526

■桑名福祉センター
〒511-0911 額田455番地3
TEL 32-1889 FAX 32-1891

■養護老人ホーム桑名市清風園
〒511-0836 江場83番地
TEL 22-2178 FAX 41-2171

■桑名山崎苑
〒511-0834 大福399
TEL/FAX 21-5008

■大山田コミュニティプラザ
〒511-0903 大山田1丁目7-4
TEL 32-1820 FAX 32-0905

■スター２１
〒511-0912 星見ヶ丘8丁目601
TEL 31-7625 FAX 31-7674

■陽だまりの丘複合施設「ぽかぽか」
〒511-0867 陽だまりの丘4丁目2201番地2
TEL 87-7576 FAX 32-5677

■六華苑
〒511-0009 桑名663-5
TEL 24-4466 FAX 24-4627

【個人情報の管理について】

桑名市社会福祉協議会では、個人情報保護に関する法令などを厳守するとともに、
実施する事業を通じて個人情報の保護に努めてまいります。
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