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明日のよりよき相談役
㈱大矢相互不動産

＜      本 社     ＞ 稲沢市大矢町地蔵堂60番地の2
 ☎0587-36-3150 FAX0587－36－3189
＜稲沢中央営業所＞ 稲沢市小池3丁目12-4
☎0587-24-2840 FAX0587－24－2847

不動産の売買・賃貸・仲介・コンサルティング

創業44周年・市内2店舗広 告

福

財源確保のために有料広告を掲載しています。広告については本会が推奨するものではありません。

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 稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。
□に入る数字をお答えください。

ＳＤＧｓ 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2年10月21日（水）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、本会までお
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
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［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://inazawa-shakyo.or.jp
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令和２年７月豪雨災害義援金にご協力を

募集期間　　令和２年１２月２８日（月）まで

まずはお気軽に
お電話ください

☎0587-36-6337
稲沢市大矢町寺脇１0番地

機能訓練に重点をおいた
サービスを提供しています

半日型デイサービス（午前の部・午後の部）

おおや村 ＊見学随時受付中 

広 告

ぴあおひさま

広 告

　令和２年７月に発生した豪雨により熊本県をはじめ各地で大きな被害が生じました。
　稲沢市共同募金委員会では、この災害で被災されたかたの支援のため義援金を
募集しています。本会窓口にて募金箱を設置していますので、皆さまのご協力を
お願いします。

「今、私たちにできること」
(杏和高等学校JRC部)

本所
西部支所
東部支所

募金箱
設置場所

社会福祉会館
平和らくらくプラザ
総合文化センター

高齢者デイサービスセンター広 告

手作りマスク

稲沢市マスク寄付プロジェクト

1號館 ☎0587-22-1039
2號館 ☎0587-22-1030
3號館 ☎0587-50-0800

( いずれも大塚小学校すぐ北の場所です )
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・社協との協働で、企業の地域貢献を進めていきたい。
・社協が地域と企業の懸け橋になることが大切。

 地域づくりナビ  発信！

参加者の声

地域福祉コーディネーターの声①地域貢献活動のモデル創り
②この話し合いの場を継続し、発展させること(プラットフォーム創り)
③地域の縁づくり（生活支援体制整備事業）と共にＳＤＧｓの推進を発信
していくこと

●話し合いを踏まえて、これから社協が取り組むこと

　地域貢献活動に関心がありましたら、お気軽に本会までご連絡ください。
私たちと一緒に地域づくり（ＳＤＧｓの推進）に取り組みましょう！

●企業や法人の皆様へ

明治地区では住民同士のつながりを深めることを目的に「あいさつ運動の推進」を重点的に取り組んで
います。
この取り組みには、明治市民センター地区まちづくり推進協議会に中心的な役割を担っていただき、の
ぼり旗やタペストリーを活用した地区内での周知啓発活動に協力していただいています。
また、この運動には「ＪＡ愛知西 明治支店」にも協力していただけることになるなど、地区全域でのあい

さつ運動は、地域住民のみなさんや地元企業のご支援により、大きな広がりを見せています。

平和町の横池で活動する高齢者ふれあいサロン「サロ
ン桜」では、認知症に関する勉強会での学びをきっかけ
に、認知症になっても安心して暮らせる地域を目指し、訓
練を行いました。
訓練は認知症役と声かけ役の人が近所で偶然出会っ

たところからスタート。最後の反省会では、「事前に学ん
だことがしっかりできた。」と、参加者の自己評価はほぼ
合格点。
訓練終了後、参加者から、「認知症になってもこれで安
心。みんな頼むよ！」と、冗談を交えながら今から見守り
の予約をしっかりするかたもみえました。

 明治地区

 平和地区

身近な地域での支え合い活動を紹介します

　今年は新型コロナウイルスが流行する中で、人と人との繋がりを育む助け合い活
動の多くが中止や縮小となっています。このような状況下だからこそ、できる事や地
域の絆を感じてほしいと思います。

地域全体で進めるあいさつ運動
～困った時に支え合える地域をめざして～

認知症声かけ·通報訓練
～認知症の人が安心して、外出できる地域へ～

みんなで取り組もう！
『地域の縁づくり』と『ＳＤＧｓ』

エス ディー ジー ズ

※ＳＤＧｓとは…2015年9月の国連サミットで採択された2030年までの国際社会共通の目標です。

　地域づくりの担い手などが不足する中、これからの地域づくりには、民間活力と
の連携や協働が必要不可欠です。今回、市内の企業や社会福祉法人、商工会議所
のかたなどに集まってもらい、『民間活力を活かした地域づくりをすすめるにあた
って、社協は何ができるか？』をみんなで話し合いました。
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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
■稲沢市国府宮三丁目1番1-101号　総合文化センター内
☎　0587-33-6400　　　FAX　0587-22-6110
WEBサイト https：//www.inasvsc.jp　Eメール volo-info@inazawa-shakyo.or.jp
《公式facebook、twitterも見てね！》
　■facebook　https://www.facebook.com/inazawa.svsc
　■twitter　 https://twitter.com/inazawashien

ファンドレイジングと
クラウドファンディング

「ファンドレイジング」とは、NPOが活動のための資金
を個人や法人、自治体などから集める活動です。一方、「ク
ラウドファンディング」は、「ファンドレイジング」の手法の
一つで、新たにプロジェクトを始めるときなどに必要な資
金を、インターネット上の仕組みを使い募ることです。
NPO活動において、困窮者を支援対象とした場合な

ど、対象者から費用負担は望めない活動もあるので、資
金獲得の方法の一つとなります。
「クラウドファンディング」は、複数の運営サイトがあ
り、サポート体制などが異なります。多くの支援者に共感
されるプロジェクト作りやその分野を得意とするサイト
選びも大切です。

NPO豆知識

登録団体紹介「一般社団法人教育サポート協会」
「一般社団法人教育サポート協会」(以下、協会)は、子どもたちの「生き抜く力」を育むため、教育·医
療関係者や弁護士などが集まり、2017年5月に稲沢市駅前を拠点にして設立。現在では、100名近くの
サポーター（ボランティア）の協力を得て運営しています。
運営する「みんなのcafe」（駅前）では、不登校経験者によるカフェ運営や子どもたちが無料で食事が

できる「子ども食堂」を多世代が交流できる居場所として提供しています。また、その他に不登校、中退者
等の進路相談を随時実施しています。
「今後、中·高校生を対象にしたアクティブラーニングや
ICTを活用した勉強会の開催など、更に充実を図っていき
たい。」と代表理事の千葉さん。
協会の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。

〈問合先〉一般社団法人教育サポート協会
 駅前2-4-7
 　info@kyoiku.site
 WEB https://kyoiku.site/

今年も10月1日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。
毎年、稲沢市におきましては各ご家庭や学校、企業、個人商店など多くの皆様からのあたたかいご

支援により募金運動がすすめられています。今年度も赤い羽根共同募金へのご協力をお願いします。

　ご協力いただいた募金の約８７％が翌年度に稲沢市社会福祉協議会へ配分されます。
その配分金は、高齢者や障がい者への支援、また学校で取り組まれている福祉教育の推進や災害ボ
ランティア活動者支援など、幅広く稲沢市の地域福祉活動を支えられるために次のように役立てられ
ています。

10月１日からスタート　～じぶんの町を良くするしくみ～10月１日からスタート　～じぶんの町を良くするしくみ～

お知らせ

書道・ポスター
優秀作品展示会
（小・中学生）

●花いっぱい運動の
　実施 
●社会福祉大会の
　開催
●災害ボランティア
　活動者支援事業
●防災·減災セミナー
　　　　　　　　　 など

●子育て支援事業
　(親子人形劇など）
●置き傘設置事業
　（小学１年生へ贈呈）
●ボランティアチルドレン
　支援事業の実施
●児童·母子福祉団体への
　活動費助成　　  など

●福祉自動車貸出事業　　
●音楽療法支援事業
●障がい者福祉団体
　への活動費助成
　　　　　　　　　など

●ふくしグラウンド·
　ゴルフ大会
●命のバトン設置事業
●老人クラブ連合会への
　活動費助成 
　　　　　　　　　　  など

10月28日～11月4日
会場／ヨシヅヤ平和店
11月6日～11月12日
会場／リーフウォーク稲沢

地域福祉推進のために

障がいのあるかたのために 高齢者のために

子どもたちのために

 令和元年度実績額　　２０，５３５，０３１円

NPO
新規プロジェクトを始めますので、

寄付をお願いします。

クラウド(ｃｒｏｗｄ)…たくさんの人

ファンディング…資金調達

みんなのcafe「子ども食堂」の様子

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、一部事業が中止又は延期となる場合があります
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福

　子育て支援に取り組む「NPO法人ふぁみりぃ・らぼ」が、学校に行きづらさを感じる子どもたちが安心し
て過ごすことができる居場所として6月からフリースペースを開設しました。
　『家族以外の誰かと過ごす時間はそれまで見ていた世界が少し広がり、ちょっと気持ちが楽になる。』
　そんな居場所として子どもたちが集えるよう、わくわくするような企画も計画されています。
　関心のあるかたは下記問合先まで。

　5月18日からマスクを必要とす
る福祉施設への支援を目的として
取り組んできた「稲沢市マスク寄
付プロジェクト」は、7月31日を
もって終了し、延べ81の福祉施設
へマスクを配付しました。
　プロジェクト開始直後から、寄
付ボックスの設置やマスクの仕分
け作業など支援の輪が広がってい
きました。趣旨に賛同してご支援
いただきました皆様、ご協力あり
がとうござました。

　コロナ禍でマスクの着用が常用化する中、聴覚障がい者からマスクを着用している人の口元や表情が読み
取れないとの声を聞いた、「防災ボランティア稲沢」の皆さんがフェイスシールド５０枚を手作りしました。
「今回の新型コロナウイルスも災害のひとつと考えて取り組んだ。」と会長の佐藤さん。
作成したフェイスシールドは、聴覚障がい者を支えるボランティア活動に活用されています。

ボランティアの声
マスクと同じように、フェイ
スシールドもなかなか手に
入らない時期でしたので、
とても助かりました。

聴覚障がい者の声
手話とあわせて口の動き、表
情が見えるので助かります。

マスク14 ,318枚を福祉施設へ
～みなさんの思いを届けました。～

「防災ボランティア稲沢」
フェイスシールドを作成し聴覚障がい者を支援

※　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 内容
その他対象 費用・受講料申込み・応募

■登録団体情報【イベント情報】
団体名 問合・申込先内容

◎上映会
　10/19(月)信長をめぐる3人の女たち　11/16(月)濃姫の生涯　12/21
(月)春日局と天海 各回13時30分～15時30分　　市民活動支援センター

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

代表 大竹和芳
☎090-9182-6878
　ohotake1859
@gmail.com

歴史を見る会

問合先問合

　新型コロナウイルス感染拡大の影響により、イベントが中止又は延期となる場合があります。開催につい
ては、直接、主催団体にご確認ください。

特定非営利
活動法人 
知恵創り協会

センターからのお知らせ

－フリースペース－
　 第1・3木曜日 13時～16時
　 東匠建設株式会社レンタルルーム
　(下津南山2-2-24)
　学校に行きづらさを感じる子どもと保護者
　10名　　1人1回500円　  ・　　 LINE
※「友だち追加」が必要となります。

問合

LINE
二次元バーコード

事業にご協力いただいた
稲沢市連合婦人会のみなさん

防災ボランティア稲沢のメンバー

※紙面の都合により、連載「ボランティア活動前に確認しておきたい事故防止・軽減のため10大ポイント」はお休みさせていただきます

みず美福祉会への
マスク引き渡し会の様子

高齢者などの心に寄り添い、話し相手となる活動を一緒にしませんか。
　 第2木曜日10時～12時(定例会) 　社会福祉会館　　傾聴活動に興
味のあるかた

■登録団体情報【会員募集】

団体名 問合・申込先内容

代表　浪上永子
☎090-6074-1356 

傾聴ボランティア
みみの葉

子どもたちの居場所づくり

◎問題・課題の解決・実現講座　(稲沢市公募型補助金事業)
市民活動、まちづくり活動などの問題解決手法を身に付けます。
　【第1回】11/5(木)、11/6(金)【第2回】2/4(木）、2/5(金)各回13時30
分～16時　　勤労福祉会館　　ワークショップの進め方、事例発表など　
　 両日とも参加できるかた　　各回15名　　電話、ＦＡＸ(0587-21-1859)
又はメール　　申込用紙は各支所・市民センターに設置。
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  ボランティアに興味・関心のあるかたに
  メッセージを
　約40年に渡るボランティア活動を通じて繋
がった仲間や障がいのあるかたとの交流や行事
などが目白押しです。現在、コロナ禍において仲
間に会う機会が減り、寂しさを感じています。
ボランティア活動はいつでも門戸を開いて待って
いますので、ぜひみなさんも一歩を踏み出してく
ださい。

(※1)現在は、「NPO法人ボランティア労力ネッ
トワーク」の名称で、1時間の労力を1点と
して、その労力を互いに貸し借りする組織
として全国で活動しています。

  ボランティア活動との出会いは
　長年勤めた職場を離れ、これからの人生で何
に取り組んでいこうと考えていた時、友人から勧
められたのが、月2時間以上のボランティア活動
をすることを基本としていた「ボランティア労力
銀行」(※1)への入会でした。それをきっかけに、古
切手の整理や読み聞かせ、音訳、点訳などのボラ
ンティア活動にのめり込んでいきました。

  あなたにとってボランティア活動とは
　繋がりと達成感を得ることができます。無我夢
中で駆け抜けてきたボランティア活動も現在は、音
訳と点訳の活動のみとなりましたが、その活動で
共通することは、世代を超えた仲間と一緒になっ
て同じ目標に向かって取り組み、一つのものが完
成した時には喜びもひとしおだということです。

　市内で活躍するボランティアにスポットを当て、ボラ
ンティアへの思いを語ってもらいます。
　今回は中央図書館で音訳図書の製作などを行って

いる小島はるさんにお話しをお聞きしました。
こ　じま

第5回第5回

新型コロナウイルスに負けない！稲沢に希望の光を
灯そう！

　10/24（土）10時～17時
 　※短時間の活動も可能です。
　総合文化センター
　ペットボタルの組立など
※ペットボタルとは、ペットボトルとLED・ソーラー
パネルを使い、暗くなると蛍のように点灯する工
作物。

　高校生以上　　多数
　10/15(木)までにボランティアセンターへ
　☎0587-33-6400

　大変残念ではありますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から、下記事業の実施をやむを得ず中止又は延期とするこ
とに決定しましたのでお知らせします。（8月31日現在）

稲沢イルミネーションボランティア募集

【開催期間】11/28(土)～12/25(金)

福

利用できる
かた

貸出期間

利用申込・
貸出・返却場所

使用料

原則１か月以内。ただし延長による最大貸出期間は６か月までです。
※子どもサイズの車いすもあります。

稲沢市に在住する身体に障がいのあるかた、またはケガなどで一時的に車
いすが必要となったかた
※なお、介護保険申請の結果、要支援1・2、要介護1～5と認定されたかたに
ついては、介護保険対象となるサービス（福祉用具貸与）が優先となりま
すので、介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談ください。ただし、緊
急的、一時的なご事情につきましては、この限りではありません。

本所・西部支所 
※東部支所では貸し出しを行っていません。

無料

【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）

ふくしグラウンド・ゴルフ大会
※１１月での開催を計画していましたが、新型コロナウイルス
感染症に係る諸状況を考慮し、延期と判断しました。現在、
来年３月の開催に向けて関係団体と協議、調整を行ってい
ます。開催の日程などにつきましては、次号本紙にてお知ら
せします。

延期事業

中止事業
福祉まつり、男性の子育て（イクメン）応援事業

車いす貸出事業のご案内
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【連載】

わかると
障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
29
回

障がいのあるかたの日中活動と
支援について（３）

次回は、障がいのあるかたを支援するヘルパーサービスについてお伝えします。

＜　認知症の相談対応　＞

　「地域活動支援センター」は、障がいのあるかたが、日中の時間帯に通所し、
様々な活動を行うことで、社会との交流を促進する施設です。
　そこでは入浴や移動の介助、機能訓練等の機会が得られたり、創作的な活
動や軽作業等を行ったり、センターにより活動内容が異なりますが、障がいの
あるかたが、自宅以外で安心して過ごし、得意なこと、興味のあることに取り組
むための支援が行われています。

障がいのあるかたが利用する「地域活動支援センター」は、
どんなところですか？質問

Q

回答
A

質問
Q

回答
A

【連載】

第27回

「認知症かな？」と思った時は早めに相談を！
高齢者役立ち
かわら版

　市内には、３か所あります（令和２年４月現在）。各施設について、市役所福
祉課や、各相談支援事業所などの窓口にある「福祉サービスあらかると」に情
報の掲載があります。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。

「地域活動支援センター」は、どこにありますか？

　今回は、実際に地域包括支援センターへ認知症につ
いて相談した場合の事例について紹介します。

認知症かな？と思ったら、地域包括支援センターに早い段階で相談することで、認知
症の早期発見・早期治療につなげることもできます。

最近、父の物忘れがひどくなり心配なのですが…。

相談を受けた後、職員が自宅を訪問し、本人や家族からお話を聞か
せていただきます。また、必要に応じ、病院受診が出来ていない人に
は医療機関と連携し受診へつなげたり、介護保険サービスの利用が
できるよう申請手続きやサービスの調整をします。

※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。

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。
令和2年6月1日から令和2年8月31日までのご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

【社会福祉基金】
◎ふれあいサロンガーベラ
◎ユニー㈱アピタ稲沢店
◎明治書道クラブＢ
◎匿名（２件）

たまごぼうろ　６９箱
【物品】
◎岩本製菓㈱

ご 寄 付
ありがとう
ございました。

２６，４７５円
２０，２４３円
３，９０７円

２００，０００円

※市内の施設などへ贈呈しています。

令和元年度　資金収支決算報告
収入合計 391,831,126円 支出合計 381,975,187円

　今年度も多くの皆様に社協会員加入にご協力いただきまして、誠にありがとうございました。
また、各行政区の区長様をはじめとする関係者の皆様には、コロナ禍の状況下にもかかわらず会員
募集の取りまとめにご尽力いただきましたこと、心から厚くお礼申しあげます。
　ご協力いただきました会費は、次年度の各地区におけるまちづくり推進協議会の活動、そして社会
福祉協議会が取り組みますボランティアセンター運営事業などの地域福祉活動に活用させていただ
きます。
　多くの皆様にあたたかいお気持ちをお寄せいただきました。ありがとうございました。

社協会員加入のお礼とご報告
社協会費は地域福祉を推進するうえでとても貴重な財源となっています。

※決算の詳細につきましては、社会福祉協議会本所・支所およびWEBサイトにて閲覧できます。

令和 2年度社協会費実績額　 13, 634, 600 円
( 令和 2年 8月31日現在 )

会費
14,653,400円
3.7%

寄付金
1,349,184円
0.4%

補助金・
共同募金配分金
79,667,313円
20.3%

就労支援事業収入
1,719,865円
0.4%
介護保険
25,804,960円
6.6%

貸付事業等収入
416,000円
0.1%

受託金
201,688,644円
51.5%

障害福祉サービス
64,177,640円
16.4%

その他
2,354,120円
0.6%

法人運営費
（施設管理含む）
70,288,141円
18.4%

生活困窮者
自立支援事業
21,219,201円
5.6%

地域福祉活動
推進事業費
14,220,485円
3.7%

障害者相談
支援事業
56,174,803円
14.7%

ボランティア
センター事業
4,654,253円
1.2%

福祉サービス
利用援助・
成年後見事業
5,207,279円
1.4%

共同募金
配分金事業
21,668,531円
5.7%

生活支援体制
整備事業
24,009,072円
6.3%

資金貸付事業
1,060,000円
0.3%

老人福祉
センター等
管理事業
64,978,092円
17.0%

就労支援事業
35,121,120円
9.2%

地域包括支援
センター事業
24,672,655円
6.4%

支出の部収入の部

基金運営事業等
802,125円
0.2%

居宅介護
支援事業・
訪問介護事業
37,899,430円
9.9%

相談内容

対応

次回は「身体的要因による閉じこもり予防」について紹介します。

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会
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明日のよりよき相談役
㈱大矢相互不動産

＜      本 社     ＞ 稲沢市大矢町地蔵堂60番地の2
 ☎0587-36-3150 FAX0587－36－3189
＜稲沢中央営業所＞ 稲沢市小池3丁目12-4
☎0587-24-2840 FAX0587－24－2847

不動産の売買・賃貸・仲介・コンサルティング

創業44周年・市内2店舗広 告

福

財源確保のために有料広告を掲載しています。広告については本会が推奨するものではありません。

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 稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。稲沢市マスク寄付プロジェクトでは、合計□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。□□□□□枚のマスクをお寄せいただきました。
□に入る数字をお答えください。

ＳＤＧｓ 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2年10月21日（水）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、本会までお
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
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［WEBサイト］ 稲沢市社会福祉協議会 検 索http://inazawa-shakyo.or.jp
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令和２年７月豪雨災害義援金にご協力を

募集期間　　令和２年１２月２８日（月）まで

まずはお気軽に
お電話ください

☎0587-36-6337
稲沢市大矢町寺脇１0番地

機能訓練に重点をおいた
サービスを提供しています

半日型デイサービス（午前の部・午後の部）

おおや村 ＊見学随時受付中 

広 告

ぴあおひさま

広 告

　令和２年７月に発生した豪雨により熊本県をはじめ各地で大きな被害が生じました。
　稲沢市共同募金委員会では、この災害で被災されたかたの支援のため義援金を
募集しています。本会窓口にて募金箱を設置していますので、皆さまのご協力を
お願いします。

「今、私たちにできること」
(杏和高等学校JRC部)

本所
西部支所
東部支所

募金箱
設置場所

社会福祉会館
平和らくらくプラザ
総合文化センター

高齢者デイサービスセンター広 告

手作りマスク

稲沢市マスク寄付プロジェクト

1號館 ☎0587-22-1039
2號館 ☎0587-22-1030
3號館 ☎0587-50-0800

( いずれも大塚小学校すぐ北の場所です )
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