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◎社協だより「い～な」は年４回の発行（４月、７月、１０月、１月）です。

学校・教室見学入学相談受付中☆転・編入生随時受付
☎0586-68-7068/090-8088-4858
high12summer_waves13@ybb.ne.jp
〒492-8389愛知県稲沢市横野町764-1

通信単位制普通科 原則留年ナシ！バイト留学もOK！
前籍校での在籍期間や取得単位を最大限に活かします！

併設　学研横野法閑寺教室

日本航空高等学校
尾張学習支援センター

〒492-8167　稲沢市長束町カキ田1-4-1-505
【TEL】0587-81-4305

【施術時間】月～金　9：00～18：00
保険適応可能（医師の同意が必要となります）
まずは、お気軽にお問い合わせください。

訪問マッサージ・はり・きゅう

かんう治療室

出張施術専門

稲沢建設株式会社
現場監督&

作業員さん募集中！

広報担当部長すてっぷのLINEスタンプ発売中→

稲沢市稲島11-24
☎0587-21-0342
http://inaken21.com

広告規格：１枠サイズ　縦5.0㎝×横8.0㎝
掲載位置：「い～な」最終頁で、当会の指定する位置
広告料（１号）：１枠あたり15,000円（会員）、
　　　　　　  20,000円（非会員）
発行：年４回（４月・７月・１０月・１月）
配布先：市内全戸配布
申込：次号（１０月）の締切は７月２２日です。（先着順）

広告掲載の募集
あなたの会社ＰＲしてみませんか
広告掲載の募集

あなたの会社ＰＲしてみませんか

10名様にクイズ正解者の中から抽選で
「図書カード」1,000円分をプレゼント！

問題 「稲沢市内には障がい者のグループホームが□か所あります。」（令和元年５月現在）

□に入る数字をお答えください。

3％または12％　　多数のご応募ありがとうございました。前回のクイズの答え

応募方法

応募宛先 〒492-8218　稲沢市西町 3-10-24
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和元年 7 月 22 日（月）必着（応募は 1 人 1 枚まで）

当選発表 厳正なる抽選の上、当選は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

応募資格 市内在住のかた

郵便はがきに、①クイズの答え②氏
名（ふりがな）③性別④年齢⑤職業
⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨今
号の紙面の中から目に留まった、気
になった記事を１つ⑩ご意見・ご感
想などをご記入のうえ、右記までお
送りください。

●ご応募いただく際に、ご記入いただきました個人情報は、当選者への賞品発送及び本会運営のために使用させていただきます。
●個人情報は、ご本人様の同意無しに第三者に開示提供することはありません。
●個人情報は、当会が責任をもって管理いたします。

【 個人情報の取扱について 】

※ヒントは紙面のなかにあるよ！

クイズクイズ
No.56

2019
7稲沢市社会福祉協議会だより

［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://www.inazawa-shakyo.or.jp

マスコットキャラクター
「福ちゃん」

08 ボランティアコーナー

07 市民活動コーナー

05 市民活動支援センター・ボランティアセンターのご案内

02 社協の情報広場

11 事業計画・資金収支予算・寄付者紹介

10 福祉自動車貸出事業のご案内

09 [連載]わかるとい～な　
障がい者基幹相談支援センターだより
[連載]高齢者役立ちかわら版　

I - N A

4月1日から、市民活
動と

ボランティアの窓口
が

1つになりました！
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i n f o r m a t i o n

福

家族介護者交流事業　～家族介護者がほっと一息できる場～

①7月26日（金）／平和らくらくプラザ　②9月25日（水）／勤労福祉会館
どちらも時間は１３時３０分～１５時
在宅で要支援以上のかたを介護している家族
各回１５名（定員になり次第、締め切ります。）
簡単な体操で身体の凝りをほぐしたり、お茶を飲んだりしながら心身ともにリフレッシュが出来ます。
各回１００円
７月８日（月）から本所で電話にて受付

９月１４日（土）　１３時３０分～１４時３０分
名古屋文理大学文化フォーラム　中ホール
市内在住または在園の幼児（年少～年長）の子どもと家族
（１家族５名まで）
２５０名（定員を超えた場合は抽選、結果は郵送）
あそび歌作家・鈴木翼の親子で楽しめる歌と踊りの参加型コンサート
７月３１日（水）までに本所で電話にて受付

【申込先・問合先】
社会福祉協議会本所
☎0587-23-6713（平日8時30分～17時15分）

※　どなたでも、　特になし、　無料の場合は省略。

期間・日時
場所・会場

持ち物・服装定員
申込み・応募内容
その他対象 費用・受講料

人形劇　～親子のふれあいとパパ・ママの交流～

下表をご覧ください。　開演時間はいずれも１０時３０分（上演は３０分）
市内在住の３歳までの乳児とその保護者
各会場30組(定員になり次第、締め切ります)※定員及び対象年齢を制限す
る会場が一部ありますので、各会場にお問い合わせください。
人形劇団あっけらかん♪による「うきうき劇場」
各児童館・児童センターにて受付

学習支援事業　～受講生及び補助員の募集～

毎週土曜日　１５時１５分～１６時４５分
総合文化センター又は平和らくらくプラザ（どちらか選択）
市内在住の中学生
福祉総合相談窓口（市役所福祉課内）で電話（0587-32-1484）にて受付中
学習支援ボランティアも募集中です。参加している中学生が自分の夢に向かって一生懸命、勉強して
います。彼らの学習を応援してくれる大学生のかたの協力をお待ちしています。詳細や申し込みは、福
祉総合相談窓口までお願いします。

　ブリッジルームは、中学生を対象とした学習支援教室です。勉強や宿題の分からない部分を元教員や大
学生がサポートします。一緒に勉強しましょう。

市民共助パイロット事業　～より良い地域づくりを始めてみませんか～

例えば・・・
■地域住民が交流できる場をつくりたい。
■高齢者のかたのゴミ出しや電球の交換など、日常生活のちょっとした
　困りごとを住民同士で助け合う仕組みをつくりたい。
■子どもたちに食事や居場所を提供する場をつくりたい。 など

　住民が主体となって、地域の福祉課題や困りごとの解決に向けて取り組む団体の事業に対して、活動費
を助成します。助成金の限度額は１０万円です。

※詳細は、「令和元年度市民共助パイロット事業募集要項」によりますので、お気軽にお問い合わせくだ　
さい。

　親子で楽しめる人形劇を、お住まいの地域の児童館・児童センターにて開催します。

７月３日（水） ２月５日（水） 信竜こどもの森児童館大里東チューリップ児童センター
９月１１日（水） ２月１９日（水） 高御堂カトレア児童センター下津クローバー児童センター
１０月２日（水） ２月２６日（水） 祖父江あじさい児童館明治スズラン児童センター
１０月９日（水） ３月４日（水） 大里オリーブ児童センター平和さくら児童館
１０月１６日（水） ３月１１日（水） 千代田ヒナギク児童センター小正すみれ児童センター
１月１５日（水） 西町さざんか児童センター

実施日 施設名 実施日 施設名

【申込先・問合先】
社会福祉協議会本所　☎0587-23-6713（平日8時30分～17時15分）

ひとり親家庭日帰り旅行　～親子の楽しい夏の思い出に～

８月２５日（日）　８時～１８時３０分　※雨天決行、集合場所は市役所
ラグーナテンボス　※昼食はバイキング。 プール付 パスポートあり。
市内在住のひとり親家庭の保護者と１５歳以下（中学生まで）の子ども
１００名（定員を超えた場合は抽選、結果は郵送）
未就学児1,000円、小学生1,500円、中学生2,000円、大人3,000円
７月１９日（金）までに、郵便はがきに下記事項を記載し、申し込み。
【宛先】　〒492-8217　稲沢市稲沢町前田192　㈱稲沢旅行社　社協企画旅行申込係　行
【記入項目】　①保護者氏名　②子ども氏名・年齢（学年）　③郵便番号　④住所　⑤電話番号
【企画旅行実施会社】　㈱稲沢旅行社　愛知県知事登録第２－５６５号
　　　　　　　　　　全国旅行業協会会員　総合旅行取扱管理者　加藤久昌
【運行バス会社】　名鉄観光バス㈱

ファミリーコンサート　～おとなも子どももいっしょに遊ぼう！～
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福

　稲沢市市民活動支援センター・ボランティアセンター（以下、センター）は、ボラ
ンティア団体などによる公益的な市民活動を支援する拠点です。センターでは市
民活動が地域に根付き、継続的に行っていけるよう、相談・活動の場の提供・講座
の開催などを通じてサポートしていきます。
　センターの利用には、登録により発行される登録証の提示が必要になる場合
があります。詳しくはセンターまでお問い合わせください。

（お知らせ） ボランティア・市民活動だより「あい・あい」は、平成３１
年４月号（４７号）をもって廃刊となりました。今後は、本紙を通じてボ

ランティア・市民活動情報をお届けしていきます。

■市民活動とボランティア活動とは
　当センターでは、「市民活動」は営利を目的とせず、且つ、豊かで多様な市民生活の実現に寄与すること
を目的とする市民の自主的な社会参加活動とし、そのうち、個人や団体の自発的な意思に基づき、社会貢
献に繋がる活動を「ボランティア活動」としています。

■お気軽にご相談を
　ボランティア活動や市民活動に参加してみたい。ボランティアを紹介してほしい。また、団体運営に関する
ご相談もお受けしています。その他にセンターの登録（個人・団体）やボランティア保険加入の受付も行って
います。皆さんが安心して、無理なく活動を続けられるようサポートしますので、お気軽にご相談ください。

■活動参加への一歩
　随時、センター及び登録団体の主催の講座やイベントが行われていますので、是非ご参加ください。

■情報の収集と発信
　【収集】
　○センターWEBサイトやメールを通じて、助成金や活動に関する情報の取得
　○センター内のWi-Fi利用（無線による高速インターネット接続）が無料
　【発信】（※要登録）
　○パンフレットスタンドを活用した活動紹介
　○センターWEBサイトやSNSを活用した団体情報の発信
　○センターを通じて各市民センターへのチラシの設置

【申込先・問合先】
社会福祉協議会本所　☎0587-23-6713（平日8時30分～17時15分）

出前福祉講座　～あなたの地域へ職員が出向きます～

申込団体と調整のうえ、日時を決定します。
会場の手配は申込団体にてお願いします。
市内在住・在勤・在学の10人以上で構成された団体
下表の講座メニューから選んでください。
実施希望日１ヶ月前までに社会福祉協議会に備え付けの申請書で申し込み。

　「福祉について知りたい、勉強したい」。そんなご要望にお応え出来るよう、市民のみなさんにとって分か
りやすい出前福祉講座を実施しています。

被災地支援活動交通費等助成金　～被災地でのボランティア活動を応援します～

　地震や豪雨災害などによる災害被災地支援を目的で、現地の災害ボランティアセンターで活動を行う市
民に対して、現地までの移動に要する交通費や宿泊費の一部を助成する取り組みを行っています。なお、助
成を受けるには要件がありますので、詳細は本会WEBサイトにてご確認ください。
 助成の上限額　５，０００円～最高５０，０００円
　＊活動期間に応じた上限額の範囲内で、対象経費の２分の１を助成します。（表参照）
　＊助成の対象となる期間は、活動に参加した日のみ。現地での滞在期間ではありません。

１日間 上限　５，０００円
２日間 上限１５，０００円
３～４日間 上限３０，０００円

活動日数 助成額

社会福祉協議会が取り組む活動について
取り組みや募金の使い道について
障がいに関する相談窓口や、サービスの利用の仕方について

「障がい福祉サービス」の内容について
専用装具を使っての疑似体験、介助方法について
車いすを使っての疑似体験、介助方法について
ボランティア活動について

災害への備え、災害時のボランティアセンターの役割や
ボランティア活動について

大人になるまでに身に着けておきたい「お金の知識」について
老後や状況に応じたお金にまつわる話について
認知症などで判断能力が不十分になっても安心して暮らせるよう
支援する制度・サービスについて

地域のつながりの重要性、効果について
誰もが使いやすいよう工夫されているユニバーサルデザインについて
介護や生活に困った時などの頼れる相談先について

内　容
社会福祉協議会って何やってるの？
赤い羽根共同募金で集まった募金は？
障がい福祉①相談窓口とサービス　
利用手続きについて

障がい福祉②福祉サービスって何？
高齢者の気持ちを理解しよう
車いすの使いかた
ボランティア活動はじめの一歩

災害時のボランティアセンター

子ども向けお金の話
気になるお金の話

あなたの権利守りましょう

地域のつながりの大切さ
身近な福祉を探そう！
困ったら相談しよう！！

講座名

５～６日間 上限４０，０００円
７日間以上 上限５０，０００円

活動日数 助成額

＜講座メニュー＞

ボ ラ ン ティ アセン タ ーの
ご案内

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10

11

12
13
14

No.

市 民 活 動 支 援セ ン タ ー・

■活動事務の支援（※要登録）
　○センターの印刷機、コピー機などが利用できます

1団体　1日1原稿10枚まで

1団体　1日1,000枚まで（わら半紙）※予約制印刷機

コピー機

会員同士や団体間の情報交換の促進が図れます。
※なお、今年度の申込み受付は終了しています。

センター内の部屋を利用する際、借用することができます。プロジェクター

メールボックス

テント、丸いす、パイプいすなど　※詳細はお問い合わせください。イベント用備品

お気軽にセンターに
お越しください！

社協の情報広場
i n f o r m a t i o n
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福

　稲沢市市民活動支援センター・ボランティアセンター（以下、センター）は、ボラ
ンティア団体などによる公益的な市民活動を支援する拠点です。センターでは市
民活動が地域に根付き、継続的に行っていけるよう、相談・活動の場の提供・講座
の開催などを通じてサポートしていきます。
　センターの利用には、登録により発行される登録証の提示が必要になる場合
があります。詳しくはセンターまでお問い合わせください。

（お知らせ） ボランティア・市民活動だより「あい・あい」は、平成３１
年４月号（４７号）をもって廃刊となりました。今後は、本紙を通じてボ

ランティア・市民活動情報をお届けしていきます。

■市民活動とボランティア活動とは
　当センターでは、「市民活動」は営利を目的とせず、且つ、豊かで多様な市民生活の実現に寄与すること
を目的とする市民の自主的な社会参加活動とし、そのうち、個人や団体の自発的な意思に基づき、社会貢
献に繋がる活動を「ボランティア活動」としています。

■お気軽にご相談を
　ボランティア活動や市民活動に参加してみたい。ボランティアを紹介してほしい。また、団体運営に関する
ご相談もお受けしています。その他にセンターの登録（個人・団体）やボランティア保険加入の受付も行って
います。皆さんが安心して、無理なく活動を続けられるようサポートしますので、お気軽にご相談ください。

■活動参加への一歩
　随時、センター及び登録団体の主催の講座やイベントが行われていますので、是非ご参加ください。

■情報の収集と発信
　【収集】
　○センターWEBサイトやメールを通じて、助成金や活動に関する情報の取得
　○センター内のWi-Fi利用（無線による高速インターネット接続）が無料
　【発信】（※要登録）
　○パンフレットスタンドを活用した活動紹介
　○センターWEBサイトやSNSを活用した団体情報の発信
　○センターを通じて各市民センターへのチラシの設置

【申込先・問合先】
社会福祉協議会本所　☎0587-23-6713（平日8時30分～17時15分）

出前福祉講座　～あなたの地域へ職員が出向きます～

申込団体と調整のうえ、日時を決定します。
会場の手配は申込団体にてお願いします。
市内在住・在勤・在学の10人以上で構成された団体
下表の講座メニューから選んでください。
実施希望日１ヶ月前までに社会福祉協議会に備え付けの申請書で申し込み。

　「福祉について知りたい、勉強したい」。そんなご要望にお応え出来るよう、市民のみなさんにとって分か
りやすい出前福祉講座を実施しています。

被災地支援活動交通費等助成金　～被災地でのボランティア活動を応援します～

　地震や豪雨災害などによる災害被災地支援を目的で、現地の災害ボランティアセンターで活動を行う市
民に対して、現地までの移動に要する交通費や宿泊費の一部を助成する取り組みを行っています。なお、助
成を受けるには要件がありますので、詳細は本会WEBサイトにてご確認ください。
 助成の上限額　５，０００円～最高５０，０００円
　＊活動期間に応じた上限額の範囲内で、対象経費の２分の１を助成します。（表参照）
　＊助成の対象となる期間は、活動に参加した日のみ。現地での滞在期間ではありません。

１日間 上限　５，０００円
２日間 上限１５，０００円
３～４日間 上限３０，０００円

活動日数 助成額

社会福祉協議会が取り組む活動について
取り組みや募金の使い道について
障がいに関する相談窓口や、サービスの利用の仕方について

「障がい福祉サービス」の内容について
専用装具を使っての疑似体験、介助方法について
車いすを使っての疑似体験、介助方法について
ボランティア活動について

災害への備え、災害時のボランティアセンターの役割や
ボランティア活動について

大人になるまでに身に着けておきたい「お金の知識」について
老後や状況に応じたお金にまつわる話について
認知症などで判断能力が不十分になっても安心して暮らせるよう
支援する制度・サービスについて

地域のつながりの重要性、効果について
誰もが使いやすいよう工夫されているユニバーサルデザインについて
介護や生活に困った時などの頼れる相談先について

内　容
社会福祉協議会って何やってるの？
赤い羽根共同募金で集まった募金は？
障がい福祉①相談窓口とサービス　
利用手続きについて

障がい福祉②福祉サービスって何？
高齢者の気持ちを理解しよう
車いすの使いかた
ボランティア活動はじめの一歩

災害時のボランティアセンター

子ども向けお金の話
気になるお金の話

あなたの権利守りましょう

地域のつながりの大切さ
身近な福祉を探そう！
困ったら相談しよう！！

講座名

５～６日間 上限４０，０００円
７日間以上 上限５０，０００円

活動日数 助成額

＜講座メニュー＞

ボ ラ ン ティ アセン タ ーの
ご案内

1
2

3

4
5
6
7

8

9
10

11

12
13
14

No.

市 民 活 動 支 援セ ン タ ー・

■活動事務の支援（※要登録）
　○センターの印刷機、コピー機などが利用できます

1団体　1日1原稿10枚まで

1団体　1日1,000枚まで（わら半紙）※予約制印刷機

コピー機

会員同士や団体間の情報交換の促進が図れます。
※なお、今年度の申込み受付は終了しています。

センター内の部屋を利用する際、借用することができます。プロジェクター

メールボックス

テント、丸いす、パイプいすなど　※詳細はお問い合わせください。イベント用備品

お気軽にセンターに
お越しください！

社協の情報広場
i n f o r m a t i o n
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多目的ホール1（へいわ） 多目的ホール2（きずな）セミナールーム

◎第7回ビオトープながおか生きものしらべ
講師：中山弘文(２級こども環境管理士)
　8/3(土)　10時～11時　※雨天中止　ビオトープながおか(長岡
保育園西)　園児～小学６年生と保護者　６組　※定員を超えた場
合抽選　7/19(金)までに往復はがきに①住所②親子の氏名・年齢
③電話番号を明記し、<〒492-8137 稲沢市国府宮三丁目1番1-101
号　総合文化センター内　稲沢市市民活動支援センター気付 
Longhill Net >へ 稲沢市市民活動支援センター・ボランティアセンター

☎　0587-33-6400　　　FAX　0587-22-6110
総合文化センター内　稲沢市国府宮3-1-1-101(※小正市民センターと同じフロアです。)

WEBサイト  https://www.inasvsc.jp
　Eメール  volo-info@inazawa-shakyo.or.jp

【開館時間】平日及び第２・４土曜日　8時30分～17時15分
【休館日】第２・４土曜日を除く土曜日及び日曜日、祝日、
　　　　年末年始、はだかまつり開催日
《公式facebook、Twitterもご覧ください》
　■facebook  
　　https://www.facebook.com/inazawa.svsc
　■Twitter  
　　https://twitter.com/inazawashien

■登録団体情報
【イベント情報】

【会員募集】

◎上映会
　7/16(火)「中国 秦の始皇帝とは？」　8/19(月)「日本の名女優８１
人」　9/17(火)「日本の女優第1号　川上貞奴」各回13時30分～15
時30分　支援センター

◎未来応援講座「多言語で子育て！自分育て」
変化の目まぐるしい時代。子どもたちがこの広い世界をのびのびと自分
らしく生きるには？多言語に触れて、そのヒントを見つけてみませんか。
　①7/13(土)　②7/18(木)　③7/20(土)　各回10時～11時30
分　※各回、内容が異なります。　名古屋文理大学文化フォーラム　
子育て中のかた及びお子さん　①③１０組　②３０名　②のみ託児
8名まで無料（要申込）

◎ICT(PC・スマホなど)に親しもう
初心者から仕事や趣味に使えるＰＣやスマホの活用を楽しんで学び
合う。参加者の希望にあわせて内容を考えます。
　相談のうえ決定　支援センター又は和陽館など　関心のあるか
た　２０名　実費(教材費)

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

代表 塚本 初恵
☎050-3637-0414

団体名

歴史を見る会

ヒッポファミリークラブ
☎0120-557-761

ヒッポファミリー
クラブ稲沢

ICT情報工房

問合・申込先内容

団体名 問合・申込先活動内容

　随時　みんなのcafé(駅前2-4-7)　子どもから地域の方々の居場
所で食事の提供、子どもたちへの学習支援、各種イベントのお手伝い
をしていただけるかた　メール又はみんなのcaféへ

代表 千葉 格
info@kyoiku.site

（一社）教育
サポート協会

お琴の練習と小学生へのボランティア指導、施設訪問。
　第2、第4火曜日　働く婦人の家(社会福祉会館)　初心者可　5名 
　月3,300円　お琴がなくても可

代表 安田 一子
☎0587-32-1080

初音の会

代表 橋村忠一
☎0587-97-2177

Longhill Net

■活動の場の提供（要登録）　

　※多目的ホール１・２は会場を連結し、１つの会場として利用することが出来ます。

○公民館利用料の減免
　・登録証を提示することで、公民館の利用料について減免（2分の1）を受けることが出来ます。

名　称 定　員 利用時間
20名セミナールーム

多目的ホール1（へいわ）
多目的ホール2（きずな）

センター開設日の
午前（9時～12時）、午後（13時～16時30分）20名

14名

※　どなたでも、　特になし、　無料の場合は省略。

期間・日時 場所・会場持ち物・服装定員

申込み・応募
内容

その他対象 費用・受講料

市民活動 ボランティア

○センター内の部屋の利用
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多目的ホール1（へいわ） 多目的ホール2（きずな）セミナールーム

◎第7回ビオトープながおか生きものしらべ
講師：中山弘文(２級こども環境管理士)
　8/3(土)　10時～11時　※雨天中止　ビオトープながおか(長岡
保育園西)　園児～小学６年生と保護者　６組　※定員を超えた場
合抽選　7/19(金)までに往復はがきに①住所②親子の氏名・年齢
③電話番号を明記し、<〒492-8137 稲沢市国府宮三丁目1番1-101
号　総合文化センター内　稲沢市市民活動支援センター気付 
Longhill Net >へ 稲沢市市民活動支援センター・ボランティアセンター

☎　0587-33-6400　　　FAX　0587-22-6110
総合文化センター内　稲沢市国府宮3-1-1-101(※小正市民センターと同じフロアです。)

WEBサイト  https://www.inasvsc.jp
　Eメール  volo-info@inazawa-shakyo.or.jp

【開館時間】平日及び第２・４土曜日　8時30分～17時15分
【休館日】第２・４土曜日を除く土曜日及び日曜日、祝日、
　　　　年末年始、はだかまつり開催日
《公式facebook、Twitterもご覧ください》
　■facebook  
　　https://www.facebook.com/inazawa.svsc
　■Twitter  
　　https://twitter.com/inazawashien

■登録団体情報
【イベント情報】

【会員募集】

◎上映会
　7/16(火)「中国 秦の始皇帝とは？」　8/19(月)「日本の名女優８１
人」　9/17(火)「日本の女優第1号　川上貞奴」各回13時30分～15
時30分　支援センター

◎未来応援講座「多言語で子育て！自分育て」
変化の目まぐるしい時代。子どもたちがこの広い世界をのびのびと自分
らしく生きるには？多言語に触れて、そのヒントを見つけてみませんか。
　①7/13(土)　②7/18(木)　③7/20(土)　各回10時～11時30
分　※各回、内容が異なります。　名古屋文理大学文化フォーラム　
子育て中のかた及びお子さん　①③１０組　②３０名　②のみ託児
8名まで無料（要申込）

◎ICT(PC・スマホなど)に親しもう
初心者から仕事や趣味に使えるＰＣやスマホの活用を楽しんで学び
合う。参加者の希望にあわせて内容を考えます。
　相談のうえ決定　支援センター又は和陽館など　関心のあるか
た　２０名　実費(教材費)

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

代表 塚本 初恵
☎050-3637-0414

団体名

歴史を見る会

ヒッポファミリークラブ
☎0120-557-761

ヒッポファミリー
クラブ稲沢

ICT情報工房

問合・申込先内容

団体名 問合・申込先活動内容

　随時　みんなのcafé(駅前2-4-7)　子どもから地域の方々の居場
所で食事の提供、子どもたちへの学習支援、各種イベントのお手伝い
をしていただけるかた　メール又はみんなのcaféへ

代表 千葉 格
info@kyoiku.site

（一社）教育
サポート協会

お琴の練習と小学生へのボランティア指導、施設訪問。
　第2、第4火曜日　働く婦人の家(社会福祉会館)　初心者可　5名 
　月3,300円　お琴がなくても可

代表 安田 一子
☎0587-32-1080

初音の会

代表 橋村忠一
☎0587-97-2177

Longhill Net

■活動の場の提供（要登録）　

　※多目的ホール１・２は会場を連結し、１つの会場として利用することが出来ます。

○公民館利用料の減免
　・登録証を提示することで、公民館の利用料について減免（2分の1）を受けることが出来ます。

名　称 定　員 利用時間
20名セミナールーム

多目的ホール1（へいわ）
多目的ホール2（きずな）

センター開設日の
午前（9時～12時）、午後（13時～16時30分）20名

14名

※　どなたでも、　特になし、　無料の場合は省略。

期間・日時 場所・会場持ち物・服装定員

申込み・応募
内容

その他対象 費用・受講料

市民活動 ボランティア

○センター内の部屋の利用
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1 2 3 4

【連載】

わかると
障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
２５
回

障がいのあるかたの
住まいと支援について（１）

次回は、障がいのあるかたの住まいと支援について（２）をお伝えします。

次回は「高齢者虐待のサイン」を紹介します。

※本会ではノーマライゼーションの理念を推進する観点から広報紙面などにおける「障害」の表記を、「障がい」と一部ひらがな表記に努めています。
※ノーマライゼーションの理念とは、デンマークにおける知的障がい者の親の運動から広がった考え方で、障がいのある人もない人も、みんなが安心して生活を
　おくることのできる地域社会を築くことをめざすものです。

利用するには？ 　　　　市役所福祉課の窓口で、利用申請など所定の手続きが必要です。

　障がいのあるかたが共同生活をする住居です。主に夜間における相談、入
浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活上の援助が受けられます。

障がい者の「グループホーム」は、どんな所ですか？
質問
Q

回答
A

　・将来は一人暮らしをしたいけど、今はまだ不安があるかた
　・話し相手がいる環境で生活がしたいかたなど

暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に
遮断する行為

必要な介護サービスの利用を妨げたり、世話をしないことなどにより、高齢者の生活環境や身
体的・精神的状態を悪化させること

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
本人が同意していない、性的な行為やその強要

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること

市内に１０か所あります（５月現在）。各グループホームの場所は、市役所福祉課や
各相談支援事業所等の窓口にある「福祉サービスあらかると」に掲載されています。

　世話人さんが、食事の支度や健康管理などを行ってくれます。共に暮らす仲間がいることで寂しさ
や不安が軽減されます。

こんなかたに
おすすめ

【連載】

第23回

「高齢者虐待の種類について」
一言で高齢者虐待といっても、様々な状況がありま
す。そこで、今回は「虐待の種類」について紹介します。

高齢者役立ち
かわら版

グループホームは
どこにあるの？

■登録団体情報　【イベント情報】

【会員募集】

※連載「事故防止・軽減のための10大ポイント」はお休みです。

平成２０年９月発行の「あい・あい」から連載の４コマ漫画は今号で終了となります。作者の松川様には長きにわたりボランティアとしてご協力いただきました。ありがとうございました。

収集活動

収集品 送付先

活用目的

県内社会福祉事業に使用されます。

盲導犬の育成に使用されます。

中部善意銀行

中部盲導犬協会

ベルマーク運動本部

使用済み切手

書き損じ・
未使用葉書

ベルマーク

高齢者虐待は特別な家庭でのみ起きるのではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。

虐待の種類

身体的虐待

心理的虐待

経済的虐待
性的虐待

介護・世話の放棄・
放任 (ネグレクト)

内　　　容

ぱんぷきんふじわら
☎0120-758-465

◎マジックショー
　 平日の13時30分～15時30分の内、45分程度 　　依頼施設　　
　主に高齢者施設 　　１ステージ２０名まで ※要相談 

代表 川口ゆかり
☎090-7041-5665

◎（1部）子育て応援上映会（2部）講演会＆ワークショップ
　10/5(土)（1部）10時～12時（開場9時30分）・（2部）13時30分～
16時30分（開場13時）　名古屋文理大学文化フォーラム　子どもか
ら大人  150名    (1部)無料　(2部)高校生以上1,500円(当日2,000円) 

NPO法人
ひだまりの和

NPO法人
ふぁみりぃ・らぼ

病院の受付案内と車いす介助などのサポートです。　※見学可
　 病院開院日の8時30分～11時30分　※時間は応相談　　 
　 市民病院　　18歳以上　

使用済み切手・ハガキ・ベルマークなど（平成31年3月1日～令和元年5月31日受付分）
日光川上流浄化センター/稲沢中学校/戸田邦子/林六（株）/森治道/萬代
特殊合板（株）/友田/江崎栄子/いなッピー大好きばあちゃん/市内設置
回収箱/匿名7件（順不同・敬称略）
お寄せいただきましたものは、次の団体で活用されます。　 8/31(土)

　 13時～21時
　  ※上記時間内、希望する時間
　 サリオパーク祖父江
　 ゲームブースなどの補助
　 高校生以上
　 7/31（水）までにセンターへ
　 ☎0587-33-6400 ※収集品は、社会福祉協議会本所、支所へご持参いただくか、郵送してください。

　郵送の場合、恐れ入りますが送料はご負担いただきますようお願いします。
　昨年度の年間収集結果は、センターWEBサイトにてご覧いただけます。

被災地のベルマーク運動参加学校に分
配され、物品購入に役立てられます。

市民病院管理課
☎0587-32-2111

代表 近藤 淳宗
☎090-6570-4822

外国にルーツのある子どもたちの日本語学習を、一緒にサポートしませんか。
　 毎週土曜日（第3土曜日は休み）①午前の部：10時～11時30分　②午
後の部：13時30分～15時　　 ①勤労福祉会館　②総合文化センター　 
　 日本語学習、学校の宿題、日本語能力試験受験対策。その他子どもたち
との交流イベントの開催　

団体名 活動内容 問合・申込先

団体名 内容 問合・申込先

稲沢市民病院
ボランティア
グループ あんり

いなざわ
日本語教室

みんな、あつまれ～！！

稲沢夏まつり
運営ボランティア募集

ご協力ありがとうございました

ま た ねっ！ （作　松川）
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1 2 3 4

【連載】

わかると
障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
２５
回

障がいのあるかたの
住まいと支援について（１）

次回は、障がいのあるかたの住まいと支援について（２）をお伝えします。

次回は「高齢者虐待のサイン」を紹介します。

※本会ではノーマライゼーションの理念を推進する観点から広報紙面などにおける「障害」の表記を、「障がい」と一部ひらがな表記に努めています。
※ノーマライゼーションの理念とは、デンマークにおける知的障がい者の親の運動から広がった考え方で、障がいのある人もない人も、みんなが安心して生活を
　おくることのできる地域社会を築くことをめざすものです。

利用するには？ 　　　　市役所福祉課の窓口で、利用申請など所定の手続きが必要です。

　障がいのあるかたが共同生活をする住居です。主に夜間における相談、入
浴、排せつ、食事の介護、その他の日常生活上の援助が受けられます。

障がい者の「グループホーム」は、どんな所ですか？
質問
Q

回答
A

　・将来は一人暮らしをしたいけど、今はまだ不安があるかた
　・話し相手がいる環境で生活がしたいかたなど

暴力的行為によって身体に傷やアザ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に
遮断する行為

必要な介護サービスの利用を妨げたり、世話をしないことなどにより、高齢者の生活環境や身
体的・精神的状態を悪化させること

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること
本人が同意していない、性的な行為やその強要

脅しや侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせ等によって精神的に苦痛を与えること

市内に１０か所あります（５月現在）。各グループホームの場所は、市役所福祉課や
各相談支援事業所等の窓口にある「福祉サービスあらかると」に掲載されています。

　世話人さんが、食事の支度や健康管理などを行ってくれます。共に暮らす仲間がいることで寂しさ
や不安が軽減されます。

こんなかたに
おすすめ

【連載】

第23回

「高齢者虐待の種類について」
一言で高齢者虐待といっても、様々な状況がありま
す。そこで、今回は「虐待の種類」について紹介します。

高齢者役立ち
かわら版

グループホームは
どこにあるの？

■登録団体情報　【イベント情報】

【会員募集】

※連載「事故防止・軽減のための10大ポイント」はお休みです。

平成２０年９月発行の「あい・あい」から連載の４コマ漫画は今号で終了となります。作者の松川様には長きにわたりボランティアとしてご協力いただきました。ありがとうございました。

収集活動

収集品 送付先

活用目的

県内社会福祉事業に使用されます。

盲導犬の育成に使用されます。

中部善意銀行

中部盲導犬協会

ベルマーク運動本部

使用済み切手

書き損じ・
未使用葉書

ベルマーク

高齢者虐待は特別な家庭でのみ起きるのではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。

虐待の種類

身体的虐待

心理的虐待

経済的虐待
性的虐待

介護・世話の放棄・
放任 (ネグレクト)

内　　　容

ぱんぷきんふじわら
☎0120-758-465

◎マジックショー
　 平日の13時30分～15時30分の内、45分程度 　　依頼施設　　
　主に高齢者施設 　　１ステージ２０名まで ※要相談 

代表 川口ゆかり
☎090-7041-5665

◎（1部）子育て応援上映会（2部）講演会＆ワークショップ
　10/5(土)（1部）10時～12時（開場9時30分）・（2部）13時30分～
16時30分（開場13時）　名古屋文理大学文化フォーラム　子どもか
ら大人  150名    (1部)無料　(2部)高校生以上1,500円(当日2,000円) 

NPO法人
ひだまりの和

NPO法人
ふぁみりぃ・らぼ

病院の受付案内と車いす介助などのサポートです。　※見学可
　 病院開院日の8時30分～11時30分　※時間は応相談　　 
　 市民病院　　18歳以上　

使用済み切手・ハガキ・ベルマークなど（平成31年3月1日～令和元年5月31日受付分）
日光川上流浄化センター/稲沢中学校/戸田邦子/林六（株）/森治道/萬代
特殊合板（株）/友田/江崎栄子/いなッピー大好きばあちゃん/市内設置
回収箱/匿名7件（順不同・敬称略）
お寄せいただきましたものは、次の団体で活用されます。　 8/31(土)

　 13時～21時
　  ※上記時間内、希望する時間
　 サリオパーク祖父江
　 ゲームブースなどの補助
　 高校生以上
　 7/31（水）までにセンターへ
　 ☎0587-33-6400 ※収集品は、社会福祉協議会本所、支所へご持参いただくか、郵送してください。

　郵送の場合、恐れ入りますが送料はご負担いただきますようお願いします。
　昨年度の年間収集結果は、センターWEBサイトにてご覧いただけます。

被災地のベルマーク運動参加学校に分
配され、物品購入に役立てられます。

市民病院管理課
☎0587-32-2111

代表 近藤 淳宗
☎090-6570-4822

外国にルーツのある子どもたちの日本語学習を、一緒にサポートしませんか。
　 毎週土曜日（第3土曜日は休み）①午前の部：10時～11時30分　②午
後の部：13時30分～15時　　 ①勤労福祉会館　②総合文化センター　 
　 日本語学習、学校の宿題、日本語能力試験受験対策。その他子どもたち
との交流イベントの開催　

団体名 活動内容 問合・申込先

団体名 内容 問合・申込先

稲沢市民病院
ボランティア
グループ あんり

いなざわ
日本語教室

みんな、あつまれ～！！

稲沢夏まつり
運営ボランティア募集

ご協力ありがとうございました

ま た ねっ！ （作　松川）
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【対象者】市内在住者で介助などを必要とし、運転者をご自身で確保できるかた
【貸出期間】最大３日間（この期間に土日・祝日などがかかる場合はこの限りではありません。）
　　　　　※車両の貸出し及び返却は、平日の8時30分から17時15分まで
【申込方法】利用日２ヶ月前の1日の8時30分から本所、西部支所において受け付け
　　　　　ただし、１日が休業日（土日、祝日、年末年始12/29～1/3）の場合は、翌日（平日）からの受け付け

　近年の社会福祉の現状は、少子高齢化に伴う一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、経済情勢に
よる低所得者層の増加、また、住民意識の希薄化や核家族化による家庭機能の弱体化など、社会の
構造的な変化に伴う福祉課題や生活課題が、多岐にわたり複雑・深刻化しています。
　この状況を踏まえ、国では、「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現を掲げて
おり、厚生労働省では、「他人事」になりがちな地域の課題を住民が「我が事」として主体的に取り組
む仕組みを作るとともに、市町村における「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を図るといった「我が
事・丸ごとの地域づくり」が進められております。
　本会におきましても、地域福祉推進に向けての行動計画である第３次地域福祉活動計画（平成２９
年度～平成３１年度）の「いっしょに創ろう 福祉のまち」の基本理念のもと、住民主体の地域福祉活
動の輪を広げ、地域における支え合いの仕組みを再構築し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちづくりの実現を目指し、関係機関やボランティア、また福祉団体などの協力を得ながら各種
事業の推進と充実に努めてまいります。

※福祉自動車貸出事業の運営にあたって必要な車両維持費（点検費用、保険料など）には、皆様にご協力いただいております赤い羽根共同
募金配分金の一部を活用しています。

　車いすのまま乗り降りできるタイプ、座席への乗り降りをサポートするタイプの２種類の車両をご用意しています。

デリカD5（普通）

～病院の送迎や家族旅行などにお使いください～
　車いす利用のかたや歩行困難なかたが乗り降りしやすい福祉自動車の貸出しを行っています。
　車両のお引き渡し時に操作方法や車いすの固定方法を丁寧に説明しますので、初めてのかたでも安心して
利用していただけます。ご家族とのお出かけ、ご旅行、病院の送迎など幅広くご利用ください。

福

ご寄付ありがとうございました。
皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
平成31年3月1日から令和元年5月31日までのご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

※詳細は本会WEBサイトにて公表しています。

稲沢市社会福祉協議会予算

令和元年度　稲沢市社会福祉協議会事業計画

【社会福祉基金】
◎ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動

◎岐阜信用金庫
◎マウスクラブ
◎千代田グラウンドゴルフクラブ
◎平和桜まつり
◎渡邊訓保
◎名古屋ヤクルト販売(株)

タマゴボーロ　36箱
 

【物品】
◎岩本製菓

◎アピタ稲沢東店（リーフウォーク稲沢）

◎㈱大矢相互不動産

ご 寄 付
ありがとう
ございました。

［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］本所

車両名
ハッピー1号・5号
ハッピー2号・3号・6号

１kmあたり30円
１kmあたり20円

利用料金

本所 本所

西部支所 西部支所

ハッピー1号 

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り ﾅﾋ ・゙ETC有り

リフトアップシートタイプ

令和元年度　資金収支予算の内訳

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

ハッピー2号 ハッピー3号 N-BOX（軽自）

ハッピー5号 ステップワゴン（普通） ハッピー6号 タント（軽自）

ハッピー１号・２号・３号　

本所　☎ ０５８７-２３-６７１３へ

貸出車両　

【使用料】

スペーシア（軽自）

福祉自動車貸出事業

お問い合わせは
ハッピー５号・６号

西部支所　☎ ０５６７-４６-４５３８へ

会費
14,682千円

寄附金
2,801千円

補助金・
共同募金配分金
80,601千円

3%

受託金
201,169千円

1%

7% 16%

1%

18%

4%

1%

6%

1%

5%

14%

1%
6%

10%

10%

19%

1%

8%

16%

4%

48%

貸付事業等収入
2,736千円

介護保険
31,987千円

障害福祉
サービス
65,266千円

その他
18,079千円

法人運営費
〔施設管理含む〕
74,794千円

地域福祉活動
推進事業
16,901千円

ボランティア・
市民活動事業
5,680千円

共同募金
配分金事業
26,057千円

資金貸付事業
3,415千円

生活困窮者
自立支援事業
21,300千円

障害者相談
支援事業
56,855千円

福祉サービス利用援助・
成年後見事業
5,472千円

生活支援体制整備事業
25,866千円

居宅介護支援事業・
訪問介護事業
43,022千円

就労支援事業
40,009千円

地域包括支援
センター事業
27,785千円

老人福祉
センター等
管理事業
67,195千円

基金運営事業等
2,970千円

収入合計

収入の部 支出の部

417,321千円 支出合計 417,321千円

-基本方針-

・アピタ稲沢店
・アピタ稲沢東店（リーフウォーク稲沢）

９１，０４８円
８３，５９４円
１０，０００円
１，３７２円
２０，２６５円

5０，000円
２，３６２円

２，736円

※市内施設などへ贈呈しています。

※貸出事業などに使用します。

衣類、文具、日用雑貨　８９点
車いす　１０台
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【対象者】市内在住者で介助などを必要とし、運転者をご自身で確保できるかた
【貸出期間】最大３日間（この期間に土日・祝日などがかかる場合はこの限りではありません。）
　　　　　※車両の貸出し及び返却は、平日の8時30分から17時15分まで
【申込方法】利用日２ヶ月前の1日の8時30分から本所、西部支所において受け付け
　　　　　ただし、１日が休業日（土日、祝日、年末年始12/29～1/3）の場合は、翌日（平日）からの受け付け

　近年の社会福祉の現状は、少子高齢化に伴う一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加、経済情勢に
よる低所得者層の増加、また、住民意識の希薄化や核家族化による家庭機能の弱体化など、社会の
構造的な変化に伴う福祉課題や生活課題が、多岐にわたり複雑・深刻化しています。
　この状況を踏まえ、国では、「ニッポン一億総活躍プラン」において地域共生社会の実現を掲げて
おり、厚生労働省では、「他人事」になりがちな地域の課題を住民が「我が事」として主体的に取り組
む仕組みを作るとともに、市町村における「丸ごと」の総合相談支援の体制整備を図るといった「我が
事・丸ごとの地域づくり」が進められております。
　本会におきましても、地域福祉推進に向けての行動計画である第３次地域福祉活動計画（平成２９
年度～平成３１年度）の「いっしょに創ろう 福祉のまち」の基本理念のもと、住民主体の地域福祉活
動の輪を広げ、地域における支え合いの仕組みを再構築し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
せるまちづくりの実現を目指し、関係機関やボランティア、また福祉団体などの協力を得ながら各種
事業の推進と充実に努めてまいります。

※福祉自動車貸出事業の運営にあたって必要な車両維持費（点検費用、保険料など）には、皆様にご協力いただいております赤い羽根共同
募金配分金の一部を活用しています。

　車いすのまま乗り降りできるタイプ、座席への乗り降りをサポートするタイプの２種類の車両をご用意しています。

デリカD5（普通）

～病院の送迎や家族旅行などにお使いください～
　車いす利用のかたや歩行困難なかたが乗り降りしやすい福祉自動車の貸出しを行っています。
　車両のお引き渡し時に操作方法や車いすの固定方法を丁寧に説明しますので、初めてのかたでも安心して
利用していただけます。ご家族とのお出かけ、ご旅行、病院の送迎など幅広くご利用ください。

福

ご寄付ありがとうございました。
皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
平成31年3月1日から令和元年5月31日までのご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

※詳細は本会WEBサイトにて公表しています。

稲沢市社会福祉協議会予算

令和元年度　稲沢市社会福祉協議会事業計画

【社会福祉基金】
◎ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動

◎岐阜信用金庫
◎マウスクラブ
◎千代田グラウンドゴルフクラブ
◎平和桜まつり
◎渡邊訓保
◎名古屋ヤクルト販売(株)

タマゴボーロ　36箱
 

【物品】
◎岩本製菓

◎アピタ稲沢東店（リーフウォーク稲沢）

◎㈱大矢相互不動産

ご 寄 付
ありがとう
ございました。

［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］

［貸出返却］ ［貸出返却］本所

車両名
ハッピー1号・5号
ハッピー2号・3号・6号

１kmあたり30円
１kmあたり20円

利用料金

本所 本所

西部支所 西部支所

ハッピー1号 

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り

ﾅﾋ ・゙ETC有り ﾅﾋ ・゙ETC有り

リフトアップシートタイプ

令和元年度　資金収支予算の内訳

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

リヤスロープタイプ リヤスロープタイプ

ハッピー2号 ハッピー3号 N-BOX（軽自）

ハッピー5号 ステップワゴン（普通） ハッピー6号 タント（軽自）

ハッピー１号・２号・３号　

本所　☎ ０５８７-２３-６７１３へ

貸出車両　

【使用料】

スペーシア（軽自）

福祉自動車貸出事業

お問い合わせは
ハッピー５号・６号

西部支所　☎ ０５６７-４６-４５３８へ

会費
14,682千円

寄附金
2,801千円

補助金・
共同募金配分金
80,601千円

3%

受託金
201,169千円

1%

7% 16%

1%

18%

4%

1%

6%

1%

5%

14%

1%
6%

10%

10%

19%

1%

8%

16%

4%

48%

貸付事業等収入
2,736千円

介護保険
31,987千円

障害福祉
サービス
65,266千円

その他
18,079千円

法人運営費
〔施設管理含む〕
74,794千円

地域福祉活動
推進事業
16,901千円

ボランティア・
市民活動事業
5,680千円

共同募金
配分金事業
26,057千円

資金貸付事業
3,415千円

生活困窮者
自立支援事業
21,300千円

障害者相談
支援事業
56,855千円

福祉サービス利用援助・
成年後見事業
5,472千円

生活支援体制整備事業
25,866千円

居宅介護支援事業・
訪問介護事業
43,022千円

就労支援事業
40,009千円

地域包括支援
センター事業
27,785千円

老人福祉
センター等
管理事業
67,195千円

基金運営事業等
2,970千円

収入合計

収入の部 支出の部

417,321千円 支出合計 417,321千円

-基本方針-

・アピタ稲沢店
・アピタ稲沢東店（リーフウォーク稲沢）

９１，０４８円
８３，５９４円
１０，０００円
１，３７２円
２０，２６５円

5０，000円
２，３６２円

２，736円

※市内施設などへ贈呈しています。

※貸出事業などに使用します。

衣類、文具、日用雑貨　８９点
車いす　１０台

1011
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広 告 広 告

広 告

広 告

◎社協だより「い～な」は年４回の発行（４月、７月、１０月、１月）です。

学校・教室見学入学相談受付中☆転・編入生随時受付
☎0586-68-7068/090-8088-4858
high12summer_waves13@ybb.ne.jp
〒492-8389愛知県稲沢市横野町764-1

通信単位制普通科 原則留年ナシ！バイト留学もOK！
前籍校での在籍期間や取得単位を最大限に活かします！

併設　学研横野法閑寺教室

日本航空高等学校
尾張学習支援センター

〒492-8167　稲沢市長束町カキ田1-4-1-505
【TEL】0587-81-4305

【施術時間】月～金　9：00～18：00
保険適応可能（医師の同意が必要となります）
まずは、お気軽にお問い合わせください。

訪問マッサージ・はり・きゅう

かんう治療室

出張施術専門

稲沢建設株式会社
現場監督&

作業員さん募集中！

広報担当部長すてっぷのLINEスタンプ発売中→

稲沢市稲島11-24
☎0587-21-0342
http://inaken21.com

広告規格：１枠サイズ　縦5.0㎝×横8.0㎝
掲載位置：「い～な」最終頁で、当会の指定する位置
広告料（１号）：１枠あたり15,000円（会員）、
　　　　　　  20,000円（非会員）
発行：年４回（４月・７月・１０月・１月）
配布先：市内全戸配布
申込：次号（１０月）の締切は７月２２日です。（先着順）

広告掲載の募集
あなたの会社ＰＲしてみませんか
広告掲載の募集

あなたの会社ＰＲしてみませんか

10名様にクイズ正解者の中から抽選で
「図書カード」1,000円分をプレゼント！

問題 「稲沢市内には障がい者のグループホームが□か所あります。」（令和元年５月現在）

□に入る数字をお答えください。

3％または12％　　多数のご応募ありがとうございました。前回のクイズの答え

応募方法

応募宛先 〒492-8218　稲沢市西町 3-10-24
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和元年 7 月 22 日（月）必着（応募は 1 人 1 枚まで）

当選発表 厳正なる抽選の上、当選は賞品の発送をもって
代えさせていただきます。

応募資格 市内在住のかた

郵便はがきに、①クイズの答え②氏
名（ふりがな）③性別④年齢⑤職業
⑥郵便番号⑦住所⑧電話番号⑨今
号の紙面の中から目に留まった、気
になった記事を１つ⑩ご意見・ご感
想などをご記入のうえ、右記までお
送りください。

●ご応募いただく際に、ご記入いただきました個人情報は、当選者への賞品発送及び本会運営のために使用させていただきます。
●個人情報は、ご本人様の同意無しに第三者に開示提供することはありません。
●個人情報は、当会が責任をもって管理いたします。

【 個人情報の取扱について 】

※ヒントは紙面のなかにあるよ！

クイズクイズ
No.56

2019
7稲沢市社会福祉協議会だより

［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://www.inazawa-shakyo.or.jp

マスコットキャラクター
「福ちゃん」

08 ボランティアコーナー

07 市民活動コーナー

05 市民活動支援センター・ボランティアセンターのご案内

02 社協の情報広場

11 事業計画・資金収支予算・寄付者紹介

10 福祉自動車貸出事業のご案内

09 [連載]わかるとい～な　
障がい者基幹相談支援センターだより
[連載]高齢者役立ちかわら版　

I - N A

4月1日から、市民活
動と

ボランティアの窓口
が

1つになりました！
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