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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！

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号あたり会員は1枠15,000円、
　　　  非会員は20,000円
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（1月）の締切は10月29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

広 告

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

広 告

広 告

 

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45周年・市内2店舗広 告

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

成年後見 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

問題
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
□に入る数字をお答えください。 ※ヒントは紙面のなかにあるよ！

●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 】

応募方法

応募宛先 〒492-8269　稲沢市稲府町 1 番地　市役所東庁舎 1 階
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和3年10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。

思いやりの心育む車いす体験
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支出の部収入の部

　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、会員会費のお取りまとめにご尽力いただきました関係者の皆様
に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費や、社会福
祉協議会が取り組むボランティアセンター運営事業などの地域福祉活動費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、ありがとうございました。

ご寄付ありがとうございました。

社協会員加入のお礼とご報告

ご 寄 付
ありがとう
ございました。

【社会福祉基金】
◎渡邊　訓保
◎世界平和統一家庭連合　一宮家庭教会
◎ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動　
　アピタ稲沢店
◎名古屋ヤクルト販売㈱
◎匿名（1件）

50,000円
25,000円

71,387円
2,925円
30,000円

皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和３年６月１日から８月３１日までのご寄付を
掲載しています。（順不同・敬称略）

※市内の施設などへ贈呈します。

◎岩本製菓㈱

◎クオリ訪問看護リハビリステーション
【物品】

マスク9箱、プラスチック手袋5箱など

タマゴボーロ　6箱、やさいボーロ　18箱

※災害時の備えなどに活用します。

令和3年度社協会費実績 14,148,705円
(令和3年8月31日現在)

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

令和２年度　資金収支決算報告

障害福祉
サービス
80,017,905円 
17.1%

その他
1,368,861円 
0.3%社会福祉基金

取崩収入
18,478,051円 
4.0%

就労支援事業収入
1,500,975円 
0.3%
介護保険
28,557,384円 
6.1%

貸付事業
等収入
564,000円 
0.1%

受託金
243,136,889円 
52.0%

補助金・
共同募金配分金
76,609,152円 
16.4%

寄附金
2,593,355円
0.6%

会費
14,404,600円 
3.1%

支出合計 438,115,262円収入合計 467,231,172円
基金運営事業等
2,059,437円 
0.5%

地域包括
支援センター事業
19,770,176円
4.5%

就労支援事業
33,638,931円
7.7%
居宅介護支援事業・
訪問介護事業
37,397,141円 
8.5%

生活支援体制
整備事業
24,694,045円 
5.6%

障害児通所
支援事業
26,011,259円 
5.9%
老人福祉センター等
管理事業
64,190,045円
14.7%

障害者相談
支援事業
61,250,092円
14.0%

福祉サービス
利用援助・
成年後見事業
3,845,116円 
0.9%

生活困窮者
自立支援事業
21,840,796円 
5.0%

資金貸付事業
16,404,500円 
3.7%

共同募金
配分金事業
17,699,829円
4.0%

ボランティア
センター事業
4,888,997円 
1.1%

地域福祉活動
推進事業費
13,477,270円 
3.1%

法人運営費
（施設管理含む）
90,947,628円
20.8%

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。

　令和2年度にご協力いただいた募金の約８6％が稲沢市社会福祉協議会に配分され、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るために次のように役立てられています。

　共同募金運動や社会福祉全般についての理解促進や
福祉教育の一環として、市内小中学校の児童・生徒を対象に
赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール(書道・ポスター)を
実施しました。ご応募いただいた作品の中から優秀作品を展示
します。

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～

稲沢市共同募金委員会

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
●社会福祉大会
●災害ボランティア
　センターの整備
●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
●児童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
●高齢者ふれあいサロン
　支援事業
　　　　　　　　　　  など

10月28日㈭～11月3日(水・祝)
会場／ヨシヅヤ平和店
11月5日㈮～11月11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 ２年度実績額　１７，８３９，３３９円

※新型コロナウイルス感染拡大の影響で、一部事業が中止となる場合があります。

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。

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

昨年度の展示会の様子(リーフウォーク稲沢)
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福

ボランティア募集のポイント①NPO豆知識
団体でイベントなどを企画する際、当日手伝ってくれるボランティアを募集し、事業を実施するこ

とも多いと思います。
今は多くの人がボランティア活動に興味や関心を持っていますが、ボランティアを募集するとき

には、団体の思いや活動内容と活動してみたい人の気持ちをうまくつなげることが大切です。

ボランティアを広く抽象的に募集してしまうと、団体の思いや企画する内容の趣旨と合わな
い人が集まってしまうことがあります。ボランティアに期待することやどんな活動を担ってもら
うかなど、しっかりと確認しましょう。
ボランティア活動に参加してもらうことは、団体の活動を多くの人に理解してもらうチャンス

です。

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

登録団体紹介「グリーフケアakari ～大切な人を亡くした方へ～」
2014年、代表の江川さんは最愛の夫を突然の病で亡くされ、深い悲しみや苦しみを抱えていた時、「グ

リーフケア」(※1)という言葉に出会いました。当時、悲しみを吐き出せる場所が身近になかったこともあり、
同年代で同じく大切な人との死別を経験した仲間と共に、『グリーフケアakari』を立ち上げました。
現在は毎月1回程度、大切な人との死別経験者同士の「おはなし会」、立ち直りプロセス（グリーフワー

ク）として、キャンドル作りやフラワーアレンジなどを共に行うことで「一人ではない」と感じてもらえる場所
づくりをしています。
「この場所が悲しみを抱えたかたがゆっくりと、少しずつ、
前を向くきっかけになれば…。」と代表の江川さん。
団体の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。
(※1)大切な人を亡くしたかたの思いにさりげなく寄り添
　　　   うこと。

〈問合先〉グリーフケアakari～大切な人を亡くした方へ～
　　　　代表　江川和代(グリーフケアアドバイザー特級)
　　　　WEBサイト https://perhe.amebaownd.com/

福祉実践教室の新たなカタチ

高齢者よろず相談会のご案内

去る６月１０日、祖父江中学校において1年生を対象に「スマホや携帯電
話と上手に付き合うために」というテーマで、福祉講演会が開催されました。
スマートフォンの使用上のマナーやルール、犯罪防止について、またイン

ターネットを通した「他者との関わり方」についての理解を深めることがで
きました。いつの時も、周りの人に思いやりを持って接することの大切さを
再認識することに繋がりました。

　企業による地域貢献やSDGsへの取り組みが注目される今、普段
の企業活動に地域福祉や環境美化という要素を組み合わせたこと
で、地域ぐるみの素敵な活動に至った例をご紹介。
　千代田地区の寺尾園芸では、３年前からバラ畑の休耕期間中に、
緑肥としてひまわりを植え始めました。きっかけは環境美化でした
が、徐々に口伝いで噂が広がり、地元住民の方々から「綺麗ですね！」
と声をかけられ、地域交流の場にもなりました。
　今年度からは地元の中学生らが種まきから関わる地域の行事とし
て協力体制が敷かれ、約10万本のひまわり畑は
イベントとしての成功も収めました。
　「（ノウハウを活かして）地元と想いを共にして

貢献していく感覚は、商売では味わえない喜び」と、代表の寺尾孝司さんは、企業に
よる地域貢献の意義を語ってくれました。
　『地域の縁づくり』には、企業（法人・組合・団体なども含む）の力も必要です。
　社会福祉協議会では、SDGsに取り組む企業の地域貢献活動を応援し、「地域と企
業の懸け橋」になります！お気軽にご相談ください。

基幹型地域包括支援センターが高齢者の皆様の様々なご相談に対応します。また、脳トレなど
楽しいイベントを用意した茶話会も同時開催いたします。

※参加費は無料で、事前申込不要(入退席自由)です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、茶話会を中止させていただく場合があります。

開催情報 (10 月～ 12 月 )

ひまわり畑が生んだ、企業と地域の縁

 地域づくりナビ  発信！

稲　沢
小　正
下　津
明　治

大里西

祖父江
平　和

稲葉老人福祉センターあすなろ館
稲沢東老人福祉センターはなみずき館
下津老人福祉センターくすのき館
明治老人福祉センターけやき館

老人福祉センターさくら館

祖父江老人福祉センターいちょう館
平和らくらくプラザ

地　区 会　場 開催日
11月17日(水)
12月  1日(水)
11月24日(水)
10月20日(水)
10月  5日(火)
11月  9日(火)
12月  7日(火)
12月  2日(木)
11月  4日(木)

時　間
13時30分～15時
13時30分～15時
9 時30分～11時
13時30分～15時

13時30分～15時

13時30分～15時
13時30分～15時

ボランティアがなぜ必要か団体内で確認するポイント

花をこよなく愛する
寺尾園芸　代表　
寺尾孝司さん
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ボランティア募集のポイント①NPO豆知識
団体でイベントなどを企画する際、当日手伝ってくれるボランティアを募集し、事業を実施するこ

とも多いと思います。
今は多くの人がボランティア活動に興味や関心を持っていますが、ボランティアを募集するとき

には、団体の思いや活動内容と活動してみたい人の気持ちをうまくつなげることが大切です。

ボランティアを広く抽象的に募集してしまうと、団体の思いや企画する内容の趣旨と合わな
い人が集まってしまうことがあります。ボランティアに期待することやどんな活動を担ってもら
うかなど、しっかりと確認しましょう。
ボランティア活動に参加してもらうことは、団体の活動を多くの人に理解してもらうチャンス

です。

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

登録団体紹介「グリーフケアakari ～大切な人を亡くした方へ～」
2014年、代表の江川さんは最愛の夫を突然の病で亡くされ、深い悲しみや苦しみを抱えていた時、「グ

リーフケア」(※1)という言葉に出会いました。当時、悲しみを吐き出せる場所が身近になかったこともあり、
同年代で同じく大切な人との死別を経験した仲間と共に、『グリーフケアakari』を立ち上げました。
現在は毎月1回程度、大切な人との死別経験者同士の「おはなし会」、立ち直りプロセス（グリーフワー

ク）として、キャンドル作りやフラワーアレンジなどを共に行うことで「一人ではない」と感じてもらえる場所
づくりをしています。
「この場所が悲しみを抱えたかたがゆっくりと、少しずつ、
前を向くきっかけになれば…。」と代表の江川さん。
団体の活動に関心のあるかたは、下記問合先まで。
(※1)大切な人を亡くしたかたの思いにさりげなく寄り添
　　　   うこと。

〈問合先〉グリーフケアakari～大切な人を亡くした方へ～
　　　　代表　江川和代(グリーフケアアドバイザー特級)
　　　　WEBサイト https://perhe.amebaownd.com/

福祉実践教室の新たなカタチ

高齢者よろず相談会のご案内

去る６月１０日、祖父江中学校において1年生を対象に「スマホや携帯電
話と上手に付き合うために」というテーマで、福祉講演会が開催されました。
スマートフォンの使用上のマナーやルール、犯罪防止について、またイン

ターネットを通した「他者との関わり方」についての理解を深めることがで
きました。いつの時も、周りの人に思いやりを持って接することの大切さを
再認識することに繋がりました。

　企業による地域貢献やSDGsへの取り組みが注目される今、普段
の企業活動に地域福祉や環境美化という要素を組み合わせたこと
で、地域ぐるみの素敵な活動に至った例をご紹介。
　千代田地区の寺尾園芸では、３年前からバラ畑の休耕期間中に、
緑肥としてひまわりを植え始めました。きっかけは環境美化でした
が、徐々に口伝いで噂が広がり、地元住民の方々から「綺麗ですね！」
と声をかけられ、地域交流の場にもなりました。
　今年度からは地元の中学生らが種まきから関わる地域の行事とし
て協力体制が敷かれ、約10万本のひまわり畑は
イベントとしての成功も収めました。
　「（ノウハウを活かして）地元と想いを共にして

貢献していく感覚は、商売では味わえない喜び」と、代表の寺尾孝司さんは、企業に
よる地域貢献の意義を語ってくれました。
　『地域の縁づくり』には、企業（法人・組合・団体なども含む）の力も必要です。
　社会福祉協議会では、SDGsに取り組む企業の地域貢献活動を応援し、「地域と企
業の懸け橋」になります！お気軽にご相談ください。

基幹型地域包括支援センターが高齢者の皆様の様々なご相談に対応します。また、脳トレなど
楽しいイベントを用意した茶話会も同時開催いたします。

※参加費は無料で、事前申込不要(入退席自由)です。
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、茶話会を中止させていただく場合があります。

開催情報 (10 月～ 12 月 )

ひまわり畑が生んだ、企業と地域の縁

 地域づくりナビ  発信！

稲　沢
小　正
下　津
明　治

大里西

祖父江
平　和

稲葉老人福祉センターあすなろ館
稲沢東老人福祉センターはなみずき館
下津老人福祉センターくすのき館
明治老人福祉センターけやき館

老人福祉センターさくら館

祖父江老人福祉センターいちょう館
平和らくらくプラザ

地　区 会　場 開催日
11月17日(水)
12月  1日(水)
11月24日(水)
10月20日(水)
10月  5日(火)
11月  9日(火)
12月  7日(火)
12月  2日(木)
11月  4日(木)

時　間
13時30分～15時
13時30分～15時
9 時30分～11時
13時30分～15時

13時30分～15時

13時30分～15時
13時30分～15時

ボランティアがなぜ必要か団体内で確認するポイント

花をこよなく愛する
寺尾園芸　代表　
寺尾孝司さん
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新型コロナウイルス感染拡大が続く中、団体運営において
オンライン会議の必要性が高まっています。参加する側から
主催する側になりたいとお考えのかたは必見です。
11月14日(日)　①9時30分～12時　②13時30分～16時
市民活動支援センター　　オンライン会議の進め方のコツ
基本的なパソコン操作(メール含む)ができ、以下に該当するかた
【登録者】市民活動支援センターまたはボランティアセンター登録団体に所属するかた
【一般】市民活動に従事または関心のあるかた（市内に在住、在勤又は在学するかた）
カメラ・マイク付きノートパソコン(Ｚｏｏｍアプリインストール済)、イヤホン
①②それぞれ8名（定員になり次第、締め切り）　
【登録者】10月4日（月）から※1団体2名まで
【一般】10月11日(月)から市民活動支援センターで電話にて受付　☎0587-33-6400

※　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

夏休みの思い出 ブルーベリー収穫体験会（7月29日）

◎DVD
　10/18(月)曹洞宗本山「永平寺」　11/15(月)臨済宗本山「妙心寺」　
12/20(月)日蓮宗本山「久遠寺」 各回13時30分～15時30分　　市民活動支援
センター

◎困りごとを解決する知恵創活講座(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。
　11/20(土)、11/27(土)13時30分～16時30分　　稲沢公民館
　ワークショップの進め方、事例発表など　　両日参加できるかた　　15名
　電話、ＦＡＸ又はメール　　申込用紙は各支所・市民センターに設置

「稲沢きらくの郷」は、遊休農地を活用したまちづくりを
行っています。遊休農地をブルーベリーに適した土壌に変
えることからはじまり、数年前からは毎年ブルーベリー収
穫体験会を開催しています。
当日は17名が参加し、子どもたちはブルーベリーをほお
ばり満面の笑みを見せてくれました。
来年の開催（7月～8月）もお楽しみに！

私たちは学生の学習支援ボランティアグループです。一緒に小・中学生の
学習をサポートしませんか。
　学校の長期休み期間(夏休み・冬休み・春休み)　　ボランティアセン
ター　　高校生以上の学生　　メール

◎点訳ボランティア募集
　第2・4金曜日13時30分～15時30分　　ボランティアセンター又は平
和らくらくプラザ 　視覚障がい者(団体含む)から依頼のあった書類など
の点訳、小・中学校での点字指導など　　年会費600円　　電話又は
メール　　見学可

◎図書館ボランティア募集
　毎週水曜日10時～12時　　中央図書館　　中央図書館内の飾り付
け、作品作りなど　　年会費1,200円　　電話にて事前申し込み　　見
学可

■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

図書館ボランティア
そよかぜ

睦美会

ぴーす 代表 國分梨花
volunteerpeace2
5@gmail.com

代表 生駒
☎0587-74-2050
　tenyaku2021
@yahoo.co.jp

Ｚoom活用講座　～オンライン会議を主催するために～ おもちゃの修理体験～子どもたちの笑顔のために～報告

ひとり親家庭を支援したいという思いから、新たに子ども食堂がオープンしました。ラーメン店の店主が腕
を振るう温かい食事を召し上がれ♪
毎週日曜日11時30分～13時
塩らぁ～めん専門店 KAZU(北市場町西玄野528-2) 
ひとり親家庭(子どもは中学生まで)
1日3組※予約制
大人500円、子ども無料
電話又はLINE

〈問合先〉ハート＆ハート子ども食堂
福田康二
☎0587-24-3777　

ハート＆ハート子ども食堂 オープン 

LINE
二次元バーコード

代表 大竹和芳
☎090-9182-6878
　0587-21-1859
　ohotake1859
@gmail.com

FAX

　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。
　最新情報については、主催団体にご確認ください。

センターからのお知らせ

■登録団体情報　【イベント情報】
団体名 問合・申込先内容

代表 松田文夫
☎0587-21-0021

歴史を見る会

特定非営利活動
法人
知恵創り協会

6月19日、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(おもちゃドク
ター)の育成を目的にした講座を開催しました。
講師指導のもと、音が鳴らなかったおもちゃが再び鳴

るようになるなど、いくつかのおもちゃを修理することが
できました。
今後は、受講者を中心におもちゃを修理するボラン

ティアグループ(おもちゃ病院)が立ち上がる予定です。

（平和町下三宅ブルーベリー園にて）
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新型コロナウイルス感染拡大が続く中、団体運営において
オンライン会議の必要性が高まっています。参加する側から
主催する側になりたいとお考えのかたは必見です。
11月14日(日)　①9時30分～12時　②13時30分～16時
市民活動支援センター　　オンライン会議の進め方のコツ
基本的なパソコン操作(メール含む)ができ、以下に該当するかた
【登録者】市民活動支援センターまたはボランティアセンター登録団体に所属するかた
【一般】市民活動に従事または関心のあるかた（市内に在住、在勤又は在学するかた）
カメラ・マイク付きノートパソコン(Ｚｏｏｍアプリインストール済)、イヤホン
①②それぞれ8名（定員になり次第、締め切り）　
【登録者】10月4日（月）から※1団体2名まで
【一般】10月11日(月)から市民活動支援センターで電話にて受付　☎0587-33-6400

※　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

夏休みの思い出 ブルーベリー収穫体験会（7月29日）

◎DVD
　10/18(月)曹洞宗本山「永平寺」　11/15(月)臨済宗本山「妙心寺」　
12/20(月)日蓮宗本山「久遠寺」 各回13時30分～15時30分　　市民活動支援
センター

◎困りごとを解決する知恵創活講座(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。
　11/20(土)、11/27(土)13時30分～16時30分　　稲沢公民館
　ワークショップの進め方、事例発表など　　両日参加できるかた　　15名
　電話、ＦＡＸ又はメール　　申込用紙は各支所・市民センターに設置

「稲沢きらくの郷」は、遊休農地を活用したまちづくりを
行っています。遊休農地をブルーベリーに適した土壌に変
えることからはじまり、数年前からは毎年ブルーベリー収
穫体験会を開催しています。
当日は17名が参加し、子どもたちはブルーベリーをほお
ばり満面の笑みを見せてくれました。
来年の開催（7月～8月）もお楽しみに！

私たちは学生の学習支援ボランティアグループです。一緒に小・中学生の
学習をサポートしませんか。
　学校の長期休み期間(夏休み・冬休み・春休み)　　ボランティアセン
ター　　高校生以上の学生　　メール

◎点訳ボランティア募集
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@yahoo.co.jp
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FAX
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センターからのお知らせ
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ながったような気がします。多くのかたとの出会
いがあり、教えられることも多く、私は「人生大
学」と名付けて、いつでも接するすべてのかたを
「師」と思い、学びの気持ちで行動しています。
　体操を通じ、学びの時間を与えられ、感謝して
いる今日この頃です。

  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
　具体的に何をしてよいか分からないと思って
いるかたは、私のように社会福祉協議会のドアを
ノックされてはいかがでしょうか。きっと背中を
押していただけます。
　ボランティア活動で、私が心がけていることは
「笑顔」です。癒しの笑顔で今日一日を過ごせるよ
うに頑張りませんか。

　ボランティアチルドレンの活動では、
様々な福祉体験を通して、助け合いやつな
がりの大切さを学んでいます。7月10日
は、総合文化センターから国府宮駅まで
のコースで、車いす利用者のかたがどのよ
うなことで不便を感じるのかなどを実際
に体験しました。子どもたちは体験から得
た気づきやこれから自分たちができること
などを発表しました。

  ボランティア活動との出会いは
　ボランティア活動を始めたいと思い、社会福祉
協議会に相談したところ、ボランティア・市民活
動だより「あい・あい」の取材ボランティアの活動
を紹介されたことが、私とボランティア活動との
出会いです。
　高齢者施設で体操指導を行っている「健康体
操 チーム池田」を取材した時、そこにいる誰もが
お互いに体操を教えたり教えられたりしながら
笑顔になっている光景を目にしました。私自身も
体操をしていたこともあり、その雰囲気に感動
し、現在チームの一員となっています。

  あなたにとってボランティア活動とは
　自分の好きなこと、できること、やりたいことを
続けてきたことが、自然とボランティア活動につ

第９回第９回

　「フレイル」とは
　高齢になると、外出の機会や社会とのつながりが減り、病気にならないまでも心身の活
力(筋力・認知機能など)が低下してきます。このような健康と要介護の中間の段階を、「フ
レイル(虚弱)」といいます。
　フレイルの状態になると身体能力が低下し、病気にかかりやすくなるなど、ストレスに弱
い状態になります。
　また、転倒による打撲や骨折、病気で入院することがきっかけで、寝たきりになってしま
うこともあります。
　フレイルの兆候に早く気づき、日常生活を見直すなど早めの対策が健康長寿につなが
る秘訣です。

【連載】

障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
33
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（４）

次回も、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（５）をお伝えします。

　「移動支援」は、障がいにより屋外への移動が困難なかたに対して、ホームヘ
ルパーが外出時における必要な支援を行うサービスです。必需品の買い物や
公共施設の利用など、社会生活上必要な外出や、余暇活動などの社会参加の
ための外出を支援し、障がいのあるかたの地域における自立生活及び社会参
加の促進を図ります。個別の移動支援と、グループでの外出を支援する移動支
援があります。

障がいのあるかたが利用する「移動支援」は、
どんなサービスですか？

質問

回答

質問

回答

【連載】

第31回

「フレイル」について
高齢者役立ち
かわら版

　市内には、10か所あります（令和３年8月現在）。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。

「移動支援」を行っている事業所はどこにありますか？

　皆さん、近年注目を集めている「フレイル」という
言葉を聞いたことがありますか？
　今回は「フレイル」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、「フレイル予防」について紹介します。

　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。

今回は健康体操指導などを行っている原戸かねさん
にお話をお聞きしました。

はら  と

まち探検！
で車いす体験

車いすに乗っている
と、周りの人に

声をかけづらいこ
とが分かったの

で、これからは車い
すに乗っている

人が困っていたら
自分から声をか

けたい。（小学6年生
）
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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）

※　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

社協の

情報広場

i n f o r m a t i o n

福

人形劇  ～一緒に笑って 一緒に楽しむ～

家族介護者交流事業  ～心と身体の小休憩～

遊んで学ぶ会ピース

親子を対象とした人形劇を、市内児童館・
児童センターにて開催します。

右表のとおり
開演時間はいずれも10時30分
（上演：30分間）

会場№ 実施日

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）
はぐはぐ☆カンパニーによるベイビーズシアター
「ウサギのおさんぽ・うみがめちゃん」

各児童館・児童センターにて受付
対象年齢及び定員を
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。

・

・

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

下津クローバー児童センター

平和さくら児童館

小正すみれ児童センター

信竜こどもの森児童館

大里オリーブ児童センター

高御堂カトレア児童センター

明治スズラン児童センター

西町さざんか児童センター

千代田ヒナギク児童センター

祖父江あじさい児童館

大里東チューリップ児童センター

10月  6日（水）

10月18日（月）

10月20日（水）

10月21日（木）

10月27日（水）

11月17日（水）

11月19日（金）

11月24日（水）

12月  1日（水）

12月15日（水）

令和4年2月9日（水）

【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）

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、中止又は延期とさせて
いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

ピースは親子でいろいろな経験を通じて学び、良いところやできることを一緒に見つける会で
す。小学校入学を控え、集団行動やコミュニケーションに不安があったり、消極的で自信が持てな
いお子さんを対象としています。

レクリエーションを通し、心身のリフレッシュを図るとともに、介護者同士の
交流を深める場を提供します。

市内在住で、要支援以上のかたを在宅で介護している家族

各日10名（定員になり次第、締め切り）

ハーバリウムづくり、講話、ストレッチ等の体操など

各日500円

10月6日（水）から10月20日（水）まで、
本所で電話にて受付

①11月  5日（金）　平和らくらくプラザ　セミナールーム
②11月10日（水）　名古屋文理大学文化フォーラム（市民会館） 研修室
③11月15日（月）　勤労福祉会館　第4会議室
各日13時30分～15時30分、同一の内容

11月13日、11月27日、12月4日、12月25日、
令和4年1月8日、1月22日、2月12日、2月26日　
全８回。いずれも土曜日開催。各回10時～11時30分
ひまわり園（矢合町山屋敷3329番地）
幼稚園、保育園、こども園に在園している市内在住の年長児親子※病院等で訓練を受けていないかた
親子10組（定員になり次第、締め切り）
集団生活に必要な「見る・聞く・話す」ことの体験、体を使った運動遊び、親子のふれあいやいろ
いろな人との関わりの中での楽しいことの体験、座談会など
10月7日（木）から電話（0587-36-5171）又はメール（himawari@inazawa-shakyo.or.jp）にて受付
メール入力例 件名　ピース参加希望
 本文　①子ども氏名・性別、②保護者氏名、③住所・電話番号、④園名、
 　　　⑤気になるところ、伝えたいことなど

ふくしグラウンド・ゴルフ大会
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２部構成で開催します。

11月27日（土）  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。
※12月6日（月）10時～該当者のみ表彰式を
　市役所東庁舎第7・8会議室にて行います。

各部160名（定員になり次第、締め切り）

10月７日（木）から10月29日（金）まで、
本所で電話又は来所にて受付

各自でクラブ、マーカー、ボールを持参
当日、検温を実施

陸上競技場 市内在住・在勤のかた

※1部、2部完全入れ替え制のため、時間
　厳守で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

開会式

プレー開始

プレー終了

競技場退出

  8:00

  8:15

  8:30

10:00

10:30

11:00

11:15

11:30

13:00

13:30

福

令和3年度 福祉まつり中止のお知らせ
大変残念ではありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
皆さまの健康と安全を第一に考慮した結果、やむを得ず中止とすることに決
定させていただきました。

※第１部・２部の割り振りは11月上旬頃に決定し、郵送で連絡します。
※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11月28日（日）に延期します。
　なお、その場合の参加者への連絡は行いません。
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持ち物・服装定員
申込み・応募内容
その他対象 費用・受講料

社協の

情報広場

i n f o r m a t i o n

福

人形劇  ～一緒に笑って 一緒に楽しむ～

家族介護者交流事業  ～心と身体の小休憩～

遊んで学ぶ会ピース

親子を対象とした人形劇を、市内児童館・
児童センターにて開催します。

右表のとおり
開演時間はいずれも10時30分
（上演：30分間）

会場№ 実施日

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）
はぐはぐ☆カンパニーによるベイビーズシアター
「ウサギのおさんぽ・うみがめちゃん」

各児童館・児童センターにて受付
対象年齢及び定員を
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。

・

・

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

下津クローバー児童センター

平和さくら児童館

小正すみれ児童センター

信竜こどもの森児童館

大里オリーブ児童センター

高御堂カトレア児童センター

明治スズラン児童センター

西町さざんか児童センター

千代田ヒナギク児童センター

祖父江あじさい児童館

大里東チューリップ児童センター

10月  6日（水）

10月18日（月）

10月20日（水）

10月21日（木）

10月27日（水）

11月17日（水）

11月19日（金）

11月24日（水）

12月  1日（水）

12月15日（水）

令和4年2月9日（水）

【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）

新型コロナウィルス感染拡大の影響により、中止又は延期とさせて
いただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

ピースは親子でいろいろな経験を通じて学び、良いところやできることを一緒に見つける会で
す。小学校入学を控え、集団行動やコミュニケーションに不安があったり、消極的で自信が持てな
いお子さんを対象としています。

レクリエーションを通し、心身のリフレッシュを図るとともに、介護者同士の
交流を深める場を提供します。

市内在住で、要支援以上のかたを在宅で介護している家族

各日10名（定員になり次第、締め切り）

ハーバリウムづくり、講話、ストレッチ等の体操など

各日500円

10月6日（水）から10月20日（水）まで、
本所で電話にて受付

①11月  5日（金）　平和らくらくプラザ　セミナールーム
②11月10日（水）　名古屋文理大学文化フォーラム（市民会館） 研修室
③11月15日（月）　勤労福祉会館　第4会議室
各日13時30分～15時30分、同一の内容

11月13日、11月27日、12月4日、12月25日、
令和4年1月8日、1月22日、2月12日、2月26日　
全８回。いずれも土曜日開催。各回10時～11時30分
ひまわり園（矢合町山屋敷3329番地）
幼稚園、保育園、こども園に在園している市内在住の年長児親子※病院等で訓練を受けていないかた
親子10組（定員になり次第、締め切り）
集団生活に必要な「見る・聞く・話す」ことの体験、体を使った運動遊び、親子のふれあいやいろ
いろな人との関わりの中での楽しいことの体験、座談会など
10月7日（木）から電話（0587-36-5171）又はメール（himawari@inazawa-shakyo.or.jp）にて受付
メール入力例 件名　ピース参加希望
 本文　①子ども氏名・性別、②保護者氏名、③住所・電話番号、④園名、
 　　　⑤気になるところ、伝えたいことなど

ふくしグラウンド・ゴルフ大会
今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、２部構成で開催します。

11月27日（土）  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。
※12月6日（月）10時～該当者のみ表彰式を
　市役所東庁舎第7・8会議室にて行います。

各部160名（定員になり次第、締め切り）

10月７日（木）から10月29日（金）まで、
本所で電話又は来所にて受付

各自でクラブ、マーカー、ボールを持参
当日、検温を実施

陸上競技場 市内在住・在勤のかた

※1部、2部完全入れ替え制のため、時間
　厳守で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

開会式

プレー開始

プレー終了

競技場退出

  8:00

  8:15

  8:30

10:00

10:30

11:00

11:15

11:30

13:00

13:30

福

令和3年度 福祉まつり中止のお知らせ
大変残念ではありますが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
皆さまの健康と安全を第一に考慮した結果、やむを得ず中止とすることに決
定させていただきました。

※第１部・２部の割り振りは11月上旬頃に決定し、郵送で連絡します。
※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11月28日（日）に延期します。
　なお、その場合の参加者への連絡は行いません。
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ボランティアチルドレン支援事業の様子(内容は8ページ)

05 市民活動コーナー

04 地域づくりナビ発信！
高齢者よろず相談会のご案内
福祉実践教室の新たなカタチ

03 資金収支決算報告
社協会員加入お礼
寄付者紹介

02 赤い羽根共同募金運動

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

07 ボランティアコーナー

10 社協の情報広場

［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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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！

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号あたり会員は1枠15,000円、
　　　  非会員は20,000円
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（1月）の締切は10月29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

広 告

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

広 告

広 告

 

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45周年・市内2店舗広 告

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

成年後見 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

問題
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
赤い羽根共同募金では、令和2年度にご協力いただいた募金の約□□％が
稲沢市社会福祉協議会に配分されます。
□に入る数字をお答えください。 ※ヒントは紙面のなかにあるよ！

●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 】

応募方法

応募宛先 〒492-8269　稲沢市稲府町 1 番地　市役所東庁舎 1 階
稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和3年10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。

思いやりの心育む車いす体験
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