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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。

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
障がい者サービスを提供する各事業所情報は
「福祉サービス□□□□□」に掲載されています。
□に入る5文字をお答えください。

14318　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3年1月21日（木）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、本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！
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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 告広 告

ぴあおひさま
高齢者デイサービスセンター広 告

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 )

【社会福祉基金】
◎㈱フジミインコーポレーテッド

◎Longhill Net ＪＡ愛知西産直広場 一色下方店ＥＭボカシの会

◎匿名 

【物品】
◎岩本製菓

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和2年9 月1日から令和 2 年11月30 日までの
ご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

コロナ禍でも
　つながるために

１５０，０００円

５，０００円

１０，０００円

たまごぼうろ　２４箱
※市内施設などへ贈呈しています。

04 赤い羽根共同募金
（作品コンクール、
募金ができる自動販売機　他）

11 生活福祉資金貸付制度

コロナ禍での高齢者ふれあいサロンの様子
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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

　稲沢市社会福祉協議会では高齢者だけではなく、子どもも障がい者も全ての人々
が住みよい地域と生きがいを共に創り、共に高め合うことができる地域づくり（地域
共生社会の実現）に取り組んでいます。
　これからの地域づくりには、地域住民の力だけではなく、地元の企業や商店の皆
様の力も必要です。
　企業や商店の皆様、稲沢市社会福祉協議会と一緒に『社会貢献活動』に取り組み
ませんか。

　このたび稲沢市役所新分庁舎整備により、令和３年４月に稲沢市社会福祉協議
会（本所）の事務所が、社会福祉会館から市役所東庁舎内に移転することになりま
したのでお知らせします。
　昨今、地域における福祉問題は多様化しており、従来の縦割りの支援のあり方で
は問題解決が困難な事例が増加しています。そこで、稲沢市では福祉の縦割りを解
消すべく、行政の福祉業務を担う「福祉事務所（福祉課）」と地域福祉の中核を担う
「社会福祉協議会」の機能をワンフロアに集約し、より密な連携を図って、福祉のワ
ンストップサービス及び地域共生社会の実現を目指していきます。

・西部支所及び東部支所はこれまでどおりです。また、本会が運営しているボランテ  
  ィアセンター及び市民活動支援センターについても変更はありません。
・東庁舎移転以降の新たな取り組みの詳細は、次号（令和３年４月発行）からの紙面
  にて紹介していきます。

※１：これまで本会が稲沢市から受託していた「稲沢地域包括支援センター業務（稲沢市民セ
　　ンター地区）」は、令和3年４月から本会に代わって社会福祉法人信竜会が引き継ぐ予定
　　です。
※２：地域交流イベント用品貸出の一部（集会用テント・机等）の貸出返却場所が、西部支所に
　　変更となります。

●地域の困りごとの情報提供
 （地域課題とのマッチング）
●社会貢献活動の事例紹介
●社会貢献活動に関するご提案
 （意見交換）
●社会貢献活動に関する勉強会や
  交流会の開催　など

●社会福祉法人の送迎車両を活用した
  『免許返納後の買い物支援の仕組みづくり』
●企業のテニスコートを開放した
  『地域住民の交流の場づくり（ラジオ体操）』など

社会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の縁づくり（ＳＤＧｓの推進）に取り組みましょう！

稲沢市社会福祉協議会が
できること 社会貢献活動の取り組み事例

 地域づくりナビ  発信！
～福祉のワンストップサービスの実現に向けて～

東庁舎での社会福祉協議会の主な機能

基幹型地域包括支援
センター（※１）
（4月開設予定）

令和３年
４月

社会福祉協議会（本所）が
市役所東庁舎内に移転します

多機関の協働による
包括的支援体制
構築事業

（4月実施予定）

成年後見
センター

（4月開設予定）

障がい者
基幹相談

支援センター

生活困窮者
自立支援事業

生活支援
体制整備事業 地域福祉事業 障がい者

相談支援事業

資金貸付相談
（生活福祉資金等）

赤い羽根
共同募金

社会福祉協議会
会員募集

貸出事業
(福祉自動車・車いす・
イベント用品）

（※２）
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福
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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

休眠預金活用によるNPO支援

「募金ができる自動販売機」設置オーナー募集「募金ができる自動販売機」設置オーナー募集

《市内設置場所（３か所）》
・㈱マサ（下津下町東3-73）
・寿証券㈱（下津鞍掛1-2-13）
・福助工業㈱（駅前3-11-12）
（令和2年11月末現在）

NPO豆知識

登録団体紹介「CoderDojo 稲沢正明寺」
コーダー ドージョー

代表の後藤さんはPTA役員を務めたことをきっかけに、自身の経験を活かして子どもたちのためにできる
ことはないかと考えているときに、各地で無料でプログラミングを教えている団体(CoderDojo)の存在を知
りました。団体の「教える・与えるのではなく、子どもたちと一緒に悩み考えること」を大切にする考えに共感
し、稲沢の子どもたちのために行動したいという思いから、『CoderDojo 稲沢正明寺』を立ち上げました。
自身の思いに共感してくれた仲間と共に、月1回、子どもたちとプログ

ラミングを楽しんでいます。現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、Zoomを活用したオンライン道場も設けています。
「今後はパソコン上での平面な作品だけではなく、ロボットを動かし
たりするような立体的な作品づくりにもチャレンジできるような環境を
整えたい。楽しさや達成感を実感してもらい、子どもたちの視野を広げ
ることに繋がれば…」と後藤さん。
団体の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。

　NPOなどが行う公益活動を推進するため、休眠預金等活用法に基づく助成が昨年度から始まっています。

〈問合先〉CoderDojo 稲沢正明寺　代表　後藤洋哉
　　　　　inazawa_aichi.jp@coderdojo.com
　　　　WEBサイト https://coderdojo-inazawash.com

〈問合先〉稲沢市共同募金委員会
　　　　☎0587-23-6713

　指定活用団体(JANPIA)が、資金分配団
体を公募し、資金分配団体が企画・設計し
た助成事業に、実行団体(地域のNPOなど)
が応募する流れとなります。
　応募については、公募される助成によっ
て、対象となる活動、申請様式などが異なる
ため、最新の情報はJANPIAのWEBサイト
をご確認ください。
■JANPIA　WEBサイト
　https://www.janpia.or.jp/
　JANPIA…一般財団法人日本民間公益活動
　　　　　　連携機構の略称

　現在、共同募金委員会では、自動販売機で飲み物を購入すると、その売上金の一部が赤い羽根
共同募金に寄付される自動販売機の設置推進を行っています。
　新規の設置だけでなく、現在、使用中の自動販売機を「募金ができる自動販売機」に切り替える
ことも可能です。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　募金は子どもから高齢者までを対象にする地域福祉事業の財源に充てさせていただきます。

国民 NPOなど
(多数)サービス

提供

助成

応募

休眠預金 交付

(※1)10年以上取引のない預金(毎年数百億円)

(※1)

資金分配
団体(複数)

指定活用団体
(JANPIA)

預金保険
機構

金融
機関

休眠預金活用の流れ

預金 助成応募

稲沢西中1年　三原舞衣子さん 平和中２年　大鹿　遥さん 明治中３年　箕浦莉生さん

銀
賞

銀
賞

銀
賞

災害被災地で活動する
ボランティアを応援してください！

赤い羽根協賛児童・生徒作品
コンクール入賞作品紹介第72回

災害被災地の復旧・復興にボランティアの力は必要不可欠となっています。しかし、多くのボラン
ティアは活動経費をほぼ自己負担しているのが現状です。
このような課題がある中、本会では平成29年度から被災地で活動されるボランティアのかたが活
動しやすい環境づくりを目的に、災害ボランティアセンターを通じて活動された市民に対して、現地
までの移動に要した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。
テーマ型募金に皆様のご協力をお願いいたします。

○募集期間　令和３年３月３１日まで
○振込先　　愛知西農業協同組合　稲葉西町支店　　普通　００４１１９９
　　　　　　稲沢市共同募金委員会　テーマ型募金　事務局長　川口紀昭
※募金は本会窓口でも受け付けております。

※災害や活動者がなかった年度は、災害ボランティアセンターの資機材整備
　費用に充てさせていただきます。

県内の小中学生から応募があった89,911点の作品中、稲沢市からは次のかたが入賞しました。

書
道
の
部

課題解決
プロジェクト

「テーマ型募金」

かわ ぐちのり あき

ご
協
力

　お
願
い
し
ま
す
。

目標額10万円

設置オーナー様の声
　手間なく気軽に募金
ができる仕組みがいい
ですね。
　福助工業は地域福祉
活動を応援しています。
（福助工業　大河内 様）
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「募金ができる自動販売機」設置オーナー募集「募金ができる自動販売機」設置オーナー募集

《市内設置場所（３か所）》
・㈱マサ（下津下町東3-73）
・寿証券㈱（下津鞍掛1-2-13）
・福助工業㈱（駅前3-11-12）
（令和2年11月末現在）

NPO豆知識

登録団体紹介「CoderDojo 稲沢正明寺」
コーダー ドージョー

代表の後藤さんはPTA役員を務めたことをきっかけに、自身の経験を活かして子どもたちのためにできる
ことはないかと考えているときに、各地で無料でプログラミングを教えている団体(CoderDojo)の存在を知
りました。団体の「教える・与えるのではなく、子どもたちと一緒に悩み考えること」を大切にする考えに共感
し、稲沢の子どもたちのために行動したいという思いから、『CoderDojo 稲沢正明寺』を立ち上げました。
自身の思いに共感してくれた仲間と共に、月1回、子どもたちとプログ

ラミングを楽しんでいます。現在は、新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、Zoomを活用したオンライン道場も設けています。
「今後はパソコン上での平面な作品だけではなく、ロボットを動かし
たりするような立体的な作品づくりにもチャレンジできるような環境を
整えたい。楽しさや達成感を実感してもらい、子どもたちの視野を広げ
ることに繋がれば…」と後藤さん。
団体の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。

　NPOなどが行う公益活動を推進するため、休眠預金等活用法に基づく助成が昨年度から始まっています。

〈問合先〉CoderDojo 稲沢正明寺　代表　後藤洋哉
　　　　　inazawa_aichi.jp@coderdojo.com
　　　　WEBサイト https://coderdojo-inazawash.com

〈問合先〉稲沢市共同募金委員会
　　　　☎0587-23-6713

　指定活用団体(JANPIA)が、資金分配団
体を公募し、資金分配団体が企画・設計し
た助成事業に、実行団体(地域のNPOなど)
が応募する流れとなります。
　応募については、公募される助成によっ
て、対象となる活動、申請様式などが異なる
ため、最新の情報はJANPIAのWEBサイト
をご確認ください。
■JANPIA　WEBサイト
　https://www.janpia.or.jp/
　JANPIA…一般財団法人日本民間公益活動
　　　　　　連携機構の略称

　現在、共同募金委員会では、自動販売機で飲み物を購入すると、その売上金の一部が赤い羽根
共同募金に寄付される自動販売機の設置推進を行っています。
　新規の設置だけでなく、現在、使用中の自動販売機を「募金ができる自動販売機」に切り替える
ことも可能です。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
　募金は子どもから高齢者までを対象にする地域福祉事業の財源に充てさせていただきます。
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災害被災地で活動する
ボランティアを応援してください！

赤い羽根協賛児童・生徒作品
コンクール入賞作品紹介第72回

災害被災地の復旧・復興にボランティアの力は必要不可欠となっています。しかし、多くのボラン
ティアは活動経費をほぼ自己負担しているのが現状です。
このような課題がある中、本会では平成29年度から被災地で活動されるボランティアのかたが活
動しやすい環境づくりを目的に、災害ボランティアセンターを通じて活動された市民に対して、現地
までの移動に要した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。
テーマ型募金に皆様のご協力をお願いいたします。

○募集期間　令和３年３月３１日まで
○振込先　　愛知西農業協同組合　稲葉西町支店　　普通　００４１１９９
　　　　　　稲沢市共同募金委員会　テーマ型募金　事務局長　川口紀昭
※募金は本会窓口でも受け付けております。

※災害や活動者がなかった年度は、災害ボランティアセンターの資機材整備
　費用に充てさせていただきます。

県内の小中学生から応募があった89,911点の作品中、稲沢市からは次のかたが入賞しました。
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「テーマ型募金」
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目標額10万円

設置オーナー様の声
　手間なく気軽に募金
ができる仕組みがいい
ですね。
　福助工業は地域福祉
活動を応援しています。
（福助工業　大河内 様）
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福

福

　たくさんのおもちゃの中から好きなものを選ん
で遊び、家でも遊べるよう貸し出すおもちゃ図書
館「むすび」が、10月28日にオープンしました。
　毎週水曜日10時～12時
　中央子育て支援センター
　未就学の子どもと
　その保護者
　おもちゃの貸し出しは
　1家族1点、期間は2週間
　　NPO法人ふぁみりぃ・らぼ
　　川口ゆかり　☎090-7041-5665
※この事業は、稲沢市からの受託事業です。

 乳幼児対象のおもちゃ(ぬいぐるみを除く)の寄付
を受け付けています。
※事前に連絡の上、おもちゃ図書館の開設時間内
　にお持ちください。

フードドライブ
～ご家庭で余っている
　食品を必要とするかたへ～

※　どなたでも、　特になし、　無料、　不要の場合は省略。

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 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。

　センターでは10月12日から16日まで稲沢市資源対策課と協力
してフードドライブを行い、約700㎏の食品が集まりました。
　食品は子ども食堂や福祉団体などを通じて、必要とするかたへ
届けました。
　ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

センターからのお知らせ

おもちゃ図書館
　これまでのボランティア活動の功績
により次の団体が受賞されました。

◎愛知県知事感謝
　ふれあいサロン ひまわりの会

◎愛知県社会福祉協議会会長表彰
　稲沢高等学校ボランティア部

◎愛知県社会福祉協議会会長感謝
　稲沢雅楽会
 

■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
　1/18(月) 奈良京都めぐり　2/15(月)安土城の特徴　3/15(月)高野山め
ぐり 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 伊藤稔
☎090-7856-1212

歴史を見る会

囲碁体験
学びの会

◎熟睡体操
うつ病・睡眠障害・睡眠薬依存症で悩んでいた私が肩甲骨を動かすことで
良質な睡眠を取り戻した方法を指導します。
　 第3日曜日13時～15時　　勤労福祉会館　　うつ病、睡眠障害のかた
　 6名　　電話又はメール　　講師：愛知県がんセンター病院 理学療法士 
伊坪浩幸

◎はじめての囲碁講座
　 全5回(1/30、1/31、2/6、2/7、2/13) 各回13時30分～15時
　平和町農村改善センター　　児童(初心者)※保護者同席可　　8名　　1,000円
　 1/8から事前申し込み　　講師：日本棋院普及指導員 裏野 豊

代表 伊坪浩幸
☎090-1278-6834
　0225tubo
　@gmail.com　

熟睡を
取り戻す会

喜もち寄付プロジェクト始動!!
き

初心者のためのオンライン会議講座 
「Zoomを体験してみよう！」を開催しました。

「Longhill Net」、あいち・なごや生物ベスト
プラクティス「グッドプラクティス」受賞

Zoomとは … 複数人が同時に参加できるオンライン会議アプリ
ケーションです。パソコンに限らず、スマートフォンやタブレット
などでもインストールして利用することができます。

　コロナ禍において、様々な会議やセミナーがオンラインで開催されるよう
になりました。参加者の多くは、所属する団体の会議に利用したいとの思い
から参加し、Zoomの機能を実際に体験しました。

　生物多様性条約第10回締結国会議(COP10)以降の10年間
で、生物多様性の保全や持続可能な利用に関する取組事例の
うち、「Longhill Net」の黒メダカを守る取り組みが優れた事例
として選定されました。

問合

ボランティア表彰

※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。

おめでとう
ございます。

おもちゃの寄付にご協力ください。

報告

　食品ロスの削減や食品を必要とするかたを支援する目的で
お正月用のお餅の寄付を受け付けます。ご協力よろしくお願いします。
　 1/12(火)～1/15(金)9時～17時 　 ボランティアセンター
　 令和3年正月用に製造された鏡餅又は切り餅 ※真空処理されたものに限る。
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相談の友になってもらっています。コロナ禍の引
きこもり生活も、とても忙しく楽しく過ごしていま
す。

  ボランティア活動に興味・関心のあるかたに
  メッセージを
　今も私の目標となった講師の言葉が心に残っ
ています。「青春は人生のある期間ではなく、心の
持ち方を言う。年を重ねただけでは人は老いな
い。理想を失うとき初めて老いる。」
　性別・年齢・国籍などの壁と固定観念を無く
し、好奇心を持ち、アンテナを張りめぐらせ、まず
は始めてみましょう。

  ボランティア活動との出会いは
　定年退職と同時に受講した「シニア向け日本
語ボランティア講座」に衝撃を受けました。70歳
過ぎの講師のかたが輝いていて、私の目標になり
ました。その後、誘われるまま、稲沢国際友好協
会、外国人の子どものための日本語教室のボラ
ンティア活動に参加しました。今では、朗読など
活動の幅が広がっています。

  あなたにとってボランティア活動とは
　今までお世話になった社会へのお返しの場と
思っています。ふれあいを通して刺激とパワーを
もらうことが一番の宝です。更に、次々と出て来る
新たな課題を克服しようと模索する中で、素晴ら
しい人物・書物・著者に巡り会えます。因みに、徒
然草の著者の吉田兼好は（勝手ながら）私の人生

　市内で活躍するボランティアにスポットを当て、ボラ
ンティア活動への思いを語ってもらいます。
　今回は高齢者施設などで朗読を行っている

野口照明さんにお話しをお聞きしました。
の  ぐち てる あき

第６回第６回

　多くのボランティアにご協力いただき無事
イベントを成功させることができました。あり
がとうございました。

協力団体(敬称略・順不同)
　愛知啓成高等学校、稲沢高等学校、稲沢東高
等学校、杏和高等学校、愛知文教女子短期大学、
名古屋文理大学、豊田合成株式会社、Hearts
キャリアセンター

　父が腰や足の痛みが出始めてから散歩や喫茶店に行くことが
減り心配なのですが・・・。

　相談を受けた後、職員が自宅を訪問し、本人や家族から体調な
どについてお伺いします。本人の負担なく、外出できるよう歩行器
などの福祉用具の活用や、送迎のある通所サービスなどを利用す
るなど、本人にあった外出方法を一緒に考えていきます。

相談内容

対応

【連載】

障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
30
回

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（１）

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（２）お伝えします。

　「居宅介護」、「重度訪問介護」のどちらも障がいのあるかたの自宅をホームヘ
ルパーが訪問し、介護（入浴、排せつ、食事など）や家事(調理、洗濯、掃除など)、
また、生活に関する相談助言など、生活する上での援助を行うサービスです。
　「重度訪問介護」では、重度の肢体不自由、重度の知的障害または重度の精
神障害があり、常に介護を必要とする方を対象として、自宅内だけでなく、外出
時における移動中の介護も総合的に行うなど手厚いサービスです。重い障害
があるかたでも、在宅の生活が続けられるように支援します。

障がいのあるかたが利用する「居宅介護」
「重度訪問介護」は、どんなサービスですか？質問

回答

質問

回答

【連載】

第28回

閉じこもりを予防しましょう
高齢者役立ち
かわら版

　市内には、１２か所あります（令和２年１０月現在）。各事業所について、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」
に情報が掲載されています。サービスを利用するには、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。

「居宅介護」や「重度訪問介護」を行っている事業所は
どこにありますか？

　今回は、地域包括支援センターに身体的要因による
閉じこもりについて相談があった事例について紹介し
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。

次回は「ひとり暮らしの高齢者の支援」について紹介します。

子どもたちの夢や願いごとの書かれたメッ
セージカードをペットボタルに貼り付ける作
業でしたが、時間も忘れ、楽しくできました。
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　この制度は生活に必要な資金を他から借り受けることが困難な低所得者世帯や障がい者世帯、高
齢者世帯に対して相談支援や貸し付けを行い、生活の安定を目指すことを目的としています。

新型コロナウイルスの影響による生活福祉資金（特例）の貸付件数　
　　　　　　　　　　　　　　（※令和２年3月25日から11月30日までの実績）

『緊急小口【特例】』　相談のべ件数　1,062件　　　貸付件数　552件
『総合支援【特例】』　相談のべ件数　   381件　　　貸付件数　   87件

●貸付制度なので、生活の立て直し、償還が見込めないと判断される場合には貸し付けできません。
●公的給付や他の貸付制度が利用できる場合には、そちらを優先して活用いただきます。
●貸し付けには一定の条件があり、審査によって貸し付けできない場合があります。また、決定までに
　1か月以上の期間を要することがありますので、お早めにご相談ください。

総合支援資金 
　生計中心者の失業などによ
り生活に困窮し、生活の立て直
しのために一時的な資金を貸
し付けることで解決できる世帯
が対象です。雇用保険や年金な
どの公的給付や他制度による
貸し付けを受けることができな
い世帯であるこ
となどの条件が
あります。

福祉資金 
　日常生活を送るうえで、一時
的に必要であると見込まれる資
金を貸し付けます。
　例として、福祉自動車や福祉
用具の購入費、転居費用などが
あります。

教育支援資金
　高等学校や大学へ入学する
のに必要な経費、また通学に際
し必要な経費について、必要最
低限の資金を貸し付けます。

この資金を利用できる世帯は？
　資金の貸し付けを受けることにより、その後の経済的自立と償還（返済）が見込ま
れる世帯です。
　なお、資金の種類によって対象となる世帯が設定されています。

生活福祉資金貸付制度

例えば…

世帯の所得が少なく、自
立のための必要な資金
の貸し付けを他から受
けることが困難な世帯

身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健
福祉手帳の交付を受け
ているかたのいる世帯

65歳以上の高齢者の
いる世帯

障がい者世帯低所得世帯 高齢者世帯

携帯用命のバトンの配付について

ふくしグラウンド・ゴルフ大会

令和2年度　稲沢市社会福祉大会の規模縮小について
お知らせ

令和2年度の稲沢市社会福祉大会は、2月13日（土）に開催する予定ですが、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止の観点から、規模を縮小して開催します。
参加者を被顕彰者とその家族に限定させていただき、内容は顕彰式典とアトラクションとし、時
間を短縮しての開催となります。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2部構成で開催します。

1月から3月にかけて稲沢市消防本部にご協力いただき、８０歳以上のひと
り暮らし高齢者を対象に、『携帯用命のバトン』を配付いたします。
消防署員が、順次対象のかたのお宅を訪問し、希望者に直接お渡しします。

※過去に配付されたかたは除きます。新型コロナウイルス感染症対策を十分
　に行い、実施します。

氏名、緊急連絡先、かかりつけ医療機関などを記入した情報「IDカード」を本体
に入れ、屋外での緊急時に救急隊などが内容を確認することで、即座に対応でき
ることを目的としています。また、暗闇を照らすライト、災害時等に役立つホイッス
ルが付いています。　〈問合先〉稲沢市消防本部　☎0587-22-0119　

携帯用命のバトンとは･･･

【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）

３月２日（火）　第１部：8時30分～　第２部：11時30分～
※各部の受付は開始30分前から行います。

※　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

陸上競技場
各部160名（定員になり次第、締め切り）
１月７日（木）から１月29日（金）まで、本所で電話または
窓口にて受付
各自でクラブ、マーカー、ボールを持参。当日、検温を実施。

※第１部・２部の割り振りは２月下旬頃に決定し、連絡します。
※当日は入れ替え制となり、各自マスク着用のうえでプレーしてください。
※小雨決行。雨天の場合は３月４日（木）に延期としますが、参加者への
　連絡は行いません。

市内在住・在勤のかた

社協の

情報広場

i n f o r m a t i o n

福

※1部、2部完全入れ替え制のため、時間
　厳守でのご協力をお願いします。

【当日のタイムスケジュール】

第1部 第2部

受付開始 8：00 11：00

開会式 8：15 11：15

プレー開始 8：30 11：30

プレー終了 10：00 13：00

競技場退出 10：30 13：30
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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。

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
障がい者サービスを提供する各事業所情報は
「福祉サービス□□□□□」に掲載されています。
□に入る5文字をお答えください。

14318　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3年1月21日（木）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、本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！

No.62

2021
1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://inazawa-shakyo.or.jp

マスコットキャラクター
「福ちゃん」05 市民活動コーナー

10 社協の情報広場

03 事務所移転のお知らせ

07 ボランティアコーナー02 地域づくりナビ発信！

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
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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 告広 告

ぴあおひさま
高齢者デイサービスセンター広 告

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 )

【社会福祉基金】
◎㈱フジミインコーポレーテッド

◎Longhill Net ＪＡ愛知西産直広場 一色下方店ＥＭボカシの会

◎匿名 

【物品】
◎岩本製菓

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和2年9 月1日から令和 2 年11月30 日までの
ご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

コロナ禍でも
　つながるために

１５０，０００円

５，０００円

１０，０００円

たまごぼうろ　２４箱
※市内施設などへ贈呈しています。

04 赤い羽根共同募金
（作品コンクール、
募金ができる自動販売機　他）

11 生活福祉資金貸付制度

コロナ禍での高齢者ふれあいサロンの様子
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