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稲沢市社会福祉協議会

検索

令和3年4月 社会福祉協議会（本所）は、
『福祉の拠点（市役所 東庁舎1階）』に
移転しました
福祉の拠点とは（令和3年4月から運用開始）

市の『 福 祉 事 務 所（ 福 祉 課 ）』と『 社 会 福 祉 協 議 会（ 本 所 ）』をワンフロア（ 東 庁 舎
内）に集約し、市と社協がより密に連携し、
『 福祉のワンストップサービス』と『地域
共生社会の実現』を目指す拠点です。
※福祉のワンストップサービスとは
福祉に関する総合窓口です。市民の様々な困りごとや悩み
ごとについて、市と社会福祉協議会が連携して、解決できる
ように支援します。

※地域共生社会とは
高 齢 者 、障がい者 、子どもなど全ての人々が 、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社会で
す。
※西部支所及び東部支所は、市役所東庁舎には移転しません。

取り組み強化の３本柱
1. 誰一人取り残さない
相談支援体制の充実
分野や世代を問わず
様々な相談を包括的に
受け止めます。
社会との繋がりを
2. 回復する支援の充実

就労支援や居住支援など、社会復帰に
向けた支援を充実させます。
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地域づくり
3.（交流の場づくり）
の充実

地域の縁づくりとみんなの
居場所づくりを強化します。

社会福祉協議会の主な取り組み
■福祉総合相談窓口
（多機関協働事業【新規】
・生活困窮者支援）
●分野を問わず多様な相談を受け止めます。
●複雑・複合的な課題には市との
合同チームで対応します。
●家計改善支援、子どもの学習・生活支援、
就労準備支援を実施します。

■成年後見センター【新規】
●成年後見制度に関する
周知啓発や手続きの助言などを行います。
●日常生活自立支援事業
（金銭管理、預かり支援など）を
実施します。

■基幹型地域包括支援センター
（高齢者）
【 新規】
●高齢者に関する専門相談や
地域包括支援センターの
後方支援などを行います。

■基幹相談支援センター（障がい者）
●障がいに関する専門相談や
地域の相談支援事業所の後方支援
などを行います。

■生活支援体制整備事業
●地域の縁づくり
（支え合いの仕組み創り・
互助力の強化支援など）を行います。
●ＳＤＧｓ連携プラットフォーム創り
（企業などの社会貢献活動活性化）を行います。
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地 域づくりナビ 発 信！
出 張 授 業 in 杏 和 高 校

「ＳＤＧｓって何？」
エス

ディー

ジーズ

２月３日、10日の２日間、杏和高校からの依頼を受け、
３年生231名を対象にＳＤＧｓの理解を深めることを目
的に本会職員が授業を行いました。
授業を通して、
「ＳＤＧｓは覚えることではなく、関心
を持つことが重要」。また、
「 一人ひとりが明日からできそうな取り組みについて」を、海外で実際に起き
ている海の環境問題の実態などを絡めて、伝えさせていただきました。

ＳＤＧｓ 私にできること！(高校生の意見)
・地球で生きていく中で、地球を大切に思い、
自分がＳＤＧｓに対して何ができるかを考えるよい機会で
した。
・ＳＤＧｓを私たち一人ひとりが意識し、住み続けるためには地球を守っていくことが重要で、
自ら動く
ことが大切であると感じた。
誰かが変えればいいという考えかたを捨てることの必要性を感じた。
・ＳＤＧｓは身近なことであり、難しくない。節電をしたり、紙パッケージの製品を選んだり、
エコバッグ
を持参するなど出来ることから実践していこうと思います。
持続可能な地域社会を築くために、
ＳＤＧｓの考え方を取り入れていくことが重要と本会は考えてい
ます。今後、
ＳＤＧｓの視点から地域課題を理解し、課題解決に向けて取り組むにあたって、地域住民や
地元企業の皆さんの協力は不可欠です。是非とも、私たちと一緒に地域づくり
（ＳＤＧｓの推進）を始め
ませんか。
また、学校向けの出張授業の依頼を随事受け付けています。
お気軽にご連絡ください。

高齢者よろず相談会 のご案内
４月から基幹型地域包括支援センターが各老人福祉センターなど
で、高齢者の皆様の様々なご相談に対応いたします。
また、会場では茶話会を同時開催し、その中で健康に関する講座や
脳トレなど楽しいイベントも予定しています。皆さんと一緒に楽しい時
間を過ごしませんか。
■開催情報（４月〜６月）
地

区

会場（所在地）

開催日

時

稲

沢

あすなろ館（稲葉二丁目11-5 稲沢市民センター内）

5月 19日 (水)

13時30分〜15時

小

正

はなみずき館（治郎丸白山町35-1）

6月 2日 (水)

13時30分〜15時

下

津

くすのき館（下津高戸町58 下津市民センター内）

5月 26日 (水)

9時30分〜11時

明

治

けやき館（平江向町108）

4月 14日 (水)

13時30分〜15時

大里西

さくら館（奥田神ノ木町55）

4月 6日 (火)
5月 11日 (火)
6月 1日 (火)

13時30分〜15時

大里東

つつじ館（六角堂西町二丁目1 大里東市民センター内）

4月 19日 (月)

9時30分〜11時

祖父江

いちょう館（祖父江町山崎下枇486-1 祖父江町体育館内）

6月 3日 (木)

13時30分〜15時

※千代田地区及び平和地区は7月以降で実施予定です。※参加料は無料で、予約不要(入退席自由)です。
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間

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
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登録団体紹介 「やわせ十八番市実行委員会」
『やわせ十八番市実行委員会』
（以下、実行委員会）は、地元を元気にしたいという思いのもと、若手有志が集ま
り設立されました。実行委員会では、矢合観音の縁日である毎月18日には「やわせ十八番市」、毎年2月には「矢合
節分祭」を開催しています。その他に、国分小学校の校庭清掃などのボランティア活動にも参加しています。
現在、
コロナ禍の影響もあり、
「やわせ十八番市」は開催できず、ボランティア活動も制限されている中、2月2日
に感染予防対策を講じ、
「矢合節分祭」を開催し、福豆を手にした多くかたの笑顔を見ることができました。
また、令和元年度からは実行委員会のメンバーが中心となり、
『植木の町』稲
沢をPRするため、植木をテーマにした観光ツアー「稲沢グリーンツーリズム」を
開催しています。
「今後は、市外のかたにも稲沢の魅力をアピールし、
さらに地
元を元気にする活動をしていきたい。」
と代表の橋本さん。
団体の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。
〈問合先〉やわせ十八番市実行委員会 代表 橋本琢治
yawase18@gmail.com
WEBサイト ameblo.jp/yawase18

NPO豆知識

市民活動団体の運営形態

団体によって、目的や活動内容がそれぞれ異なるように運営形態にも違いがあります。代表的な
形態は、任意団体、一般社団法人(非営利)、
ＮＰＯ法人などです。
設立のしやすさやが任意団体の特徴です。一方で、法人格の取得は、団体に対する信頼度が高ま
り、行政などとの協働事業が進めやすくなることも考えられます。
どの形態を選択しても、団体の活動に対しては社会的責任がついてきます。長く活動を続けるた
めには、
メンバーが話し合い、代表者だけが責任を抱え込むことのない組織運営を考えましょう。
【各形態の主な特徴】
根拠法

目的

設立要件

設立方法

所轄庁への報告義務

任意団体

なし

任意

任意

任意

なし

一般社団法人
(非営利)

あり

制約なし

社員2名以上

公証人役場での
定款認証後、登記

なし

NPO法人

あり

特定非営利活動促進法
(NPO法)記載の20分野

社員10名以上

所轄庁の認証後、
あり
(活動報告・会計報告)
登記
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※

期間・日時

定員

持ち物・服装

場所・会場

申込み・応募

対象

費用・受講料

その他

内容
問合

問合先

どなたでも、 特になし、 無料、 不要の場合は省略。

センターからのお知らせ
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。

福

■登録団体情報【イベント情報】
団体名

内容

問合・申込先

歴史を見る会

◎上映会
4/19(月)鬼滅の聖地・一刀石 5/17(月)宇治平等院・極楽浄土
6/21(月)この世は地獄なのか？ 各回13時30分〜15時30分
市民活動支援センター

ゆるリラ
自力整体

ゆっくりとした動き、揺さぶる動きでリラックスして体をほぐし、背骨や関 代表 吉田真実子
☎090-4189-6711
節の隙間を拡げ、ゆがみを整えます。身体も心もすっきり！
jiriki.mamiko
毎週火曜日10時〜11時30分
総合文化センター
8名
@gmail.com
電話又はメール
1回1,000円(初回体験無料)

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

ボランティア保険加入のご案内
ボランティア保険は、①ボランティアが安心して活動するため、②活動対象者が安心して支援を受けるため、③
団体が主催する行事に安心して参加してもらうために不可欠なものです。
加入忘れのないよう、早めに手続きを行いましょう。

ボランティア活動保険(個人の活動を補償)
ボランティア活動中、ボランティア自身がケガをした場合の「傷害補償」
と、他人の身体または財物に損害
を与え、法律上の賠償責任を負った場合の「賠償責任補償」がセットになった保険です。
補償期間 加入手続き完了日の翌日から令和4年3月31日まで
保険料

基本プラン：250円〜、天災プラン：400円〜

その他

新型コロナウイルスも傷害補償の対象となります。

ボランティア行事用保険(団体が主催する行事を補償)
福祉活動やボランティア活動を目的とする団体などが主催する行事中に、参加者がケガをした場合の
「傷害補償」と、主催者の責任により発生した事故などにより主催者が法律上の賠償責任を負った場合
の「賠償責任補償」がセットになった保険です。
保険料

日帰り行事、現地集合行事：1名1日あたり30円〜、宿泊行事：1名あたり231円〜
※日帰り行事、現地集合行事については、1行事の参加者人数が20名以上から対象となります。

加入窓口 ボランティアセンター(総合文化センター内)、
本所(市役所東庁舎内)、西部支所(平和らくらくプラザ内)
手続き
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窓口にある
「加入申込書」
に必要事項を記入・捺印し提出した後、指定口座に保険料を振り込んでください。

車いすがリフレッシュ!!
豊田合成株式会社「車イスドクターズ」
は、定期的に福祉施設などを訪問し、車
いすを点検・修理する活動を行っていま
す。1月1 6日には、本 会の貸出用車いす
15台を安心して利用できるよう整備して
いただきました。ありがとうございました。

フードドライブ〜食品寄付による助け合い〜
フードドライブは、家庭で余っている食品を必要としているかたへ届けることにより、食品ロスを
減らし、地域の助け合いの気持ちを高める活動です。
①4/3(土)10時〜16時 ②4/5(月)〜4/9(金)8時30分〜17時
ボランティアセンター（総合文化センター内）
お米、缶詰、
インスタント食品、
レトルト食品、乾物、
お菓子、飲料など
※賞味期限が、5月12日以降の食品に限る(お米を除く)。
（注）生鮮食品、冷凍・冷蔵品、
アルコール(みりん、料理酒除く)などは引き受けできません。
②の期間は、環境センター事務棟でも受け付けます。詳細はセンターWEBサイトでご確認ください。
き

たくさんの喜もちを必要とするかたへ♡

新たな取り組みとして実施した「喜もち寄付プロジェクト」
(1/12〜1/15)に、正月用の鏡餅47重ね、切り餅101切れが集
まりました。
これらは食料支援を行う団体などを通じ、必要とするかたへ
お届けしました。温かいご支援、
ありがとうございました。

０大
事故防止・軽減 のための１

ボランティア活動前に確認しておきたい

10
ポ イ ン ト
その

周囲のかたとの協力、情報の共有を図りましょう。

☆ボランティア活動は一人で行うことばかりではありません。時には、他の活動者な
どと協力して行うことも大切です。※重い物は複数人で運ぶ、脚立に乗るなど足元
が不安定な場合は支えてもらう、危険な場所の情報を共有するなど
☆活動中、お互いに声を掛け合うことで、突発的なリスクの回避にもつながります。
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第７回

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。
今回は稲 沢 市 民 病 院で車いす介 助などの活 動を
ひら て とし よ

行っている平手年代さんにお話しをお聞きしました。
ボランティア活動との出会いは
広報などで、
「 聴こえのサポーター養成講座」
や、
「 市民病院ボランティア募集」の記事を目にし
ました。ヘルパーの資格は持っているけど、車い
す介助の方法などを忘れないようにしたいと、自
分の興味や学びのために講座などを受講しまし
た。
「 ボランティアをするぞ！」という強い志もな
く、仕事の傍ら、できる活動をできる範囲で始め
ました。

あなたにとってボランティア活動とは
「すごいね。」、
「 私にはできない。」などと、よく
言われますが、特別なことをしている感覚はあり
ません。
私が足を骨折し、松葉杖で名古屋に出掛けた
時、電車の席を譲ってくれたり、エレベーターの

扉を押さえて待っていてくれた人たちがいまし
た。その人たちのちょっとした気配りが本当に助
かりました。
声を聞き取りにくい人がいたら、
「ゆっくりはっ
きり話す。」、
「 大切なことは紙に書いて渡す。」な
ど、自分が知ったことを伝え、
ちょっとした気配り
ができる人が増えるといいなと思います。

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
「時間がないから活動できない。」
と思っている
人も、
できることはたくさんあります。
社会福祉協議会が呼びかけている寄付(制服、
おもち、古切手など)もボランティア活動です。ま
ずは、身近なことから始めてみてください。相手は
見えなくても、
きっと誰かの助けになるはずです。

報 告 「おもちゃドクター入門講座」を開催(2/20)しました。
おもちゃドクターは、おもちゃの修理を通じて、子どもたちの「ものを大切にする気持ち」を育むボランティ
アです。
講座を通して、
「おもちゃドクターとして活動したい」
という感想を参加者から多数いただき、今後は、セン
ターが中心となりおもちゃ病院立ち上げに向け進めていきます。

参加者の声
活動紹介映像での子ども
たちが直ったおもちゃを手
にして喜ぶ姿に、活動のや
りがいを感じました。
講師の名古屋おもちゃ病院「とんかち」さん
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【連載】

第
回

31
障がい者基幹
相談支援センター
だより

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）

障がいのあるかたが利用する「同行援護」は、
どんなサービスですか？

質問

「同行援護」は、視覚障がいのあるかたが外出する際、ホームヘルパーが同行
し、移動に必要な情報の提供や移動の援護、外出時におけるトイレ・食事などの
介護など、外出する際に必要となる援助を行うサービスです。代読や代筆など、
外出先において必要な視覚的情報の支援も行い、安全に安心して外出や移動が
できるよう支援します。

回答

「同行援護」を行っている事業所はどこにありますか？

質問

市内には、
７か所あります（令和３年１月現在）。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」に各事業所の情報が掲載
されています。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。

回答

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（３）をお伝えします。
※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。

【連載】

高齢者役立ち
かわら版
第29回

早めの相談で生活の不安の解消を！
今回は地域包括支援センターにひとり暮らしの高齢
者の生活について相談があった事例について紹介しま
す。

相談内容

遠方の娘から
「母が亡くなり、
ひとり暮らしになった父が調理でき
ないので心配」
との相談

対応

相談を受けた後、職員が自宅を訪問し、
ご本人さんに日常生活で不
安なことなどについてお伺いします。
ご本人さんは身体が不自由なた
め、調理を含め、家事全般が出来ず、困っているということなので、
ひと
り暮らしでも安心して生活が続けていけるよう一緒に考えていきます。
今回のケースでは、介護保険サービスや市が実施する給食サービ
スの利用を提案しました。

買い

物
調理

生活に不安を感じたら早めにお住まいの地域包括支援センターに相談しましょう。
次回は「高齢者の転倒防止の支援」について紹介します。
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【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）

information

社協の
情報 広 場

期間・日時
場所・会場
対象

福

※

定員
内容
費用・受講料

持ち物・服装
申込み・応募
その他

どなたでも、 特になし、 無料の場合は省略。

ひとり親家庭支援事業 〜豊田合成プレゼンツ 公式試合ご招待〜
バスケットボールチーム「豊田合成スコーピオンズ」のホームゲームに、対象世帯をご招待します。
5月29日（土）15時〜、30日（日）13時〜

豊田合成記念体育館＜エントリオ＞
（下津北山1-16-4）

市内在住のひとり親家庭
各50名（結果は郵送にて通知。定員を超えた場合は抽選。）
4月20日(火)までに本会へメールにて申込み
E-Mail fukushi@inazawa-shakyo.or.jp
◆メール入力例◆
メール件名／「ひとり親家庭支援事業申込」
メール本文／①保護者氏名、②子ども氏名・年齢、
③郵便番号、④住所、⑤電話番号、
⑥希望日(5/29・5/30・どちらでも可)
※2歳以下のお子様は、保護者の膝の上での
観覧になります。
スコッピー

音楽療法支援事業
音楽や音、
リズムを使って、子どもたち一人ひとりの持っている力を最大限に発揮させ、発達を促
すことを目的として実施します。楽しみながら気持ちや身体を育みましょう。
毎月第３土曜日
（５月〜翌年３月の全１１回）
①１０時〜１０時３０分
④１２時３０分〜１３時
②１０時４０分〜１１時１０分 ⑤１３時１０分〜１３時４０分
③１１時２０分〜１１時５０分 ⑥１３時５０分〜１４時２０分

⑦１４時３０分〜１５時
⑧１５時１０分〜１５時４０分

ひまわり園（矢合町山屋敷3329番地）
市内在住の発達に遅れがある３歳から小学生以下の子どもとその親
親子８組（結果は郵送にて通知。定員を超えた場合は抽選。）
４月１５日
（木）
までに本会へメールにて申込み
E-mail fukushi@inazawa-shakyo.or.jp

※初めての参加者を優先します。
※当選者のかたにはフェイスシート
（子どもの心身に関する情報をまとめた書類）の作成をお願いします。
※調整の結果、実施時間はご希望に添えない場合があります。

◆メール入力例◆
メール件名／「音楽療法申込」
メール本文／①子どもの氏名・ふりがな・性別・年齢、②保護者氏名・ふりがな、③郵便番号、
④住所、⑤電話番号（日中連絡がとれるもの）、⑥希望の実施時間番号（第１希望・第２希望）
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社 協の 情 報広場
informat ion

【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）

日常生活自立支援事業
稲沢市にお住まいの認知症高齢者や知的・精神障がい者のかたが安心して暮らせるように、
以下のことがご支援できます。
1. 福祉サービスの利用援助
福祉サービスの利用に関する相談・情報提供、利用料の支払い など
2. 日常的金銭管理サービス
生活に必要な預貯金の出し入れ、電気・ガス・水道などの公共料金の支払い など
3. 書類などの預かりサービス
銀行の貸金庫などで、預貯金通帳・証書・権利証・印鑑などの保管

＜利用料＞
福祉サービスの利用援助、
日常的金銭管理サービス

１回1,200円

書類などの預かりサービス

月額250円

※生活保護受給者は無料

どなたでもご相談いただけます。本会までお問合せください。

報告

赤い羽根共同募金に
ご協力ありがとう
ございました

毎年、赤い羽根共同募金運動にご理解とご協
力いただき、心より感謝申し上げます。
今年度は、コロナ禍により募金活動が制限さ
れる中ではありましたが、市民や企業の皆様を
はじめとする多数のかたから募金にご協力をい
ただくことができました。
今後も、安心して生活ができる住みやすい地
域づくりを進めるために、赤い羽根共同募金活
動へのご理解とご協力をいただきますようお願
いいたします。
令和２年度

募金実績額

, 205円
17,578
（2月28日現在）
※ご寄付をいただきました法人名・団体名などについ
ては、本会ＷＥＢサイトに掲載しております。
社会福祉協議会ＷＥＢサイト ＴＯＰページ →
赤い羽根共同募金 → 令和2年度ご寄付者紹介

報告

稲沢市社会福祉大会

稲沢市社会福祉大会では、長年にわたり稲沢
市の社会福祉の発展に功績のあったかた、ま
た、赤い羽根共同募金に多額の金員を寄付され
たかたに対しまして、表彰状及び感謝状を贈呈
しています。
今年度は、2月13日に開催する予定でありま
したが、新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため、参加者の安全と健康を考慮し、式典を中
止とさせていただきました。
今年度の受賞者は次のとおりです。
なお、受賞者には、別に表彰状及び感謝状を
贈呈させていただきました。

・稲沢市社会福祉協議会長表彰状

４７件

・稲沢市社会福祉協議会長感謝状

３６件

・稲沢市共同募金委員会感謝状

６１件

・中央共同募金会感謝状（伝達）

２件

・愛知県共同募金会感謝状（伝達） １１件
※受賞者のお名前につきましては、本会のＷＥＢサイトにて掲載しております。
社会福祉協議会WEBサイト TOPページ
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【社会福祉基金】
◎大島利子

１０，０００円

◎近藤克美

３７，８４０円

◎白石社会保険労務士事務所

５０，０００円
３，９０７円

◎書道クラブＢ

２１０，９７２円

◎匿名（３件）

福

サーモカメラ型非接触検温装置1台

「図書カード」1 , 000 円分をプレゼント！

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。

応募宛先

〒492-8269 稲沢市稲府町 1 番地
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

市役所東庁舎1階

応募締切

令和3年4月21日（水）必着（応募は1人1枚まで)

応募資格

市内在住のかた

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。

【 個人情報の取扱について 】 ●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。

前回のクイズの答え あらかると

広告

多数のご応募ありがとうございました。

半日型デイサービス（午前の部・午後の部）

おおや村

広告

＊見学随時受付中

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

広告

明日のよりよき相談役

ぴあ おひさま
☎0587-22-1039

1號館
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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創業45周年・市内2店舗

㈱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

☎0587- 24- 2840

FAX0587−24−2847

＜稲沢中央営業所＞ 稲沢市小池3丁目12- 4

不動産の売買・賃貸・仲介・コンサルティング

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。

［WEBサイト］ http://inazawa-shakyo.or.jp
［Eメール］ fukushi@inazawa-shakyo.or.jp

高齢者デイサービスセンター

◎社協だより
「い〜な」は年４回の
発行（４月、
７月、
１０月、
１月）です。

機能訓練に重点をおいた
サービスを提供しています

広告

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会
〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1番地 市役所東庁舎1階
［TEL］0587-23-6713 ［FAX］0587-33-4666

応募方法

今後、市と社協はより密に連携し、
「 福祉の□□□□□□サービス」を
目指します。
□に入る文字をお答えください。 ※ヒントは紙面のなかにあるよ！

令和3年（2021年）
第63号 4月発行
発行部数：51,500部

クイズ正解者の中から抽選で

編 集・発 行

【物品】
◎三菱電機エンジニアリング(株)

問題

稲 沢 市 社 会 福 祉 協 議 会 だより

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和 2 年 12 月 1 日から令和 3 年 2 月 28 日までの
ご寄付を掲載しています。（順不同・敬称略）

