
子ども食堂 みんなのCafe’　活動の様子

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

マスコットキャラクター
「福ちゃん」

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

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

 

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46周年・市内2店舗広 告

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

共に生きる力　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
募金ができる自動販売機は、売り上げの一部が□□□□□□□□に
寄付される仕組みとなっています。
□に入る8文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、本会が責任をもって管理します。

【 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
市役所東庁舎内　稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和5年1月20日（金）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。

広 告

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所

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

おひさまおひさまぴあぴあ
高齢者デイサービスセンター

紙面の都合により、連載「ボランティアストーリー」はお休みさせていただきます。

04
地域づくりナビ発信！
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

03 生活福祉資金貸付制度日常生活自立支援事業

02 赤い羽根作品コンクールテーマ型募金
募金ができる自動販売機

05 市民活動コーナー

08 ボランティアコーナー

09 地域包括支援センターについて連載/高齢者役立ちかわら版

10 社協の情報広場

06 市民活動支援センター・ボランティアセンター
登録団体掲示板
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田井　咲羅さん
(大里東小4年)

伊藤　恋彩夏さん
(大里東中3年)

三原　舞衣子さん
(稲沢西中3年)

第74回 赤い羽根協賛
児童・生徒作品コンクール入賞作品紹介

県内の小中学生から応募があった126,075点の作品中、稲沢市からは次のかたが入賞しました。

金賞

丸田　百音さん
(治郎丸中2年)

銀賞

愛知県共同
募金会会長賞

柘植　悠慶さん
(稲沢西中3年)

愛知県
知事賞

子ども食堂を応援してください！
子ども食堂は、地域において子どもたちに無料又は安価な料金での食事提供を通じて、「団らん」「食育」「居場所」

としての役割を果たしています。
本会では市内で運営する子ども食堂（ボランティアセンター登録団体）を対象に、活動助成を行っています。
さらに、地域の子育て支援の輪を拡げていくために、皆様のご協力をお願いします。

○募集期間　令和5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　篠田智徳

※募金は本会窓口でも受け付けております。

しの だ とも のり

ご
協
力

お
願
い
し
ま
す
。

地域課題解決プロジェクト
「テーマ型募金」

目標額30万円目標額30万円目標額30万円目標額30万円

「募金ができる自動販売機」の設置で　
気軽に社会貢献しませんか

・㈱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）
・明治老人福祉センターけやき館（平江向町108番地）　　・老人福祉センターさくら館（奥田神ノ木町55番地）　

稲沢市共同募金委員会では、自動販売機で飲み物を購入すると、その売上の一部が赤い羽
根共同募金に寄付される自動販売機設置の推進を行っています。
新規の設置や、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。
企業でのSDGs（持続可能な開発目標）やCSR活動（社会的責任）として取り組んでいただき

やすい活動となっております。ご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

《募金ができる自動販売機の市内設置場所(5ヶ所)》　（令和4年11月末現在）
〈問合先〉稲沢市共同募金委員会 ☎0587-23-6713

低所得者世帯や障がい者世帯などに対して一時的な必要に応じた資金
の貸付と相談支援を行い、生活の安定を目指すことを目的としています。
例）・大学進学に必要となる費用
・福祉車両を購入する費用　など

※本制度は県社会福祉協議会、民生委員と本会が連携して支援を行います。

認知症や知的・精神障がい者のかたで、次のようなお困りごとはありませんか？
・ヘルパーを使いたいけれど、一人では契約の内容がよくわからなくて不安…
・お金の管理が一人ではうまくできないし、通帳や銀行印も失くしてしまう…
そのお困りごとの対応を、社会福祉協議会がお手伝いします。

＜対象者＞
日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的・精神障がい者など
※市内在住のかたに限ります。

＜サービス内容＞
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

●公的給付や他の貸付制度の利用ができる場合は、そちらが優先になります。
●貸付制度になりますので、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
付はできません。

●一定の条件があり、審査によって貸付ができない場合があります。
また、決定までに1ヶ月以上要することがありますので、お早めにご相談ください。

生活福祉資金貸付制度

日常生活自立支援事業

本制度の詳細や利用に関する相談など、詳しいことは本会までお問い合わせください。
〈問合先〉社会福祉協議会本所 地域福祉グループ ☎0587-23-6713

＜利用料＞

相談は無料です。お気軽にご相談ください。　
〈問合先〉成年後見センター ☎0587-22-5565

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 ※生活保護受給者は無料

月額 250円書類などの預かりサービス
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 地域づくりナビ  発信！

「さようなら。気を付けてね。」「明日もまた会える？」そんな会話も交わしながら嬉しそうに中学生に見守られ
て、小学生が下校していきます。
9月27日に大里東小学校の一斉下校時に合わせて、大里東中学校の生徒会を中心に、テスト期間中にもかか
わらず多くの有志が集まってあいさつ運動が行われました。
今の中学3年生は、入学時から新型コロナウイルスの影響を受け、制約された中で
学生生活を送ってきました。一部の学校行事では地域のかたとともに作り上げるイ
ベントもありましたがその概ねが中止となり、3月には卒業を迎えます。卒業前に少し
でもお世話になった地域へ何かできないかと考え、あいさつ運動に至りました。
この翌日に生徒会役員選挙が行われ役員が代わりましたが、「先輩が作ってくれた
この地域活動を継続し、地域とのつながりを大切にしていきたい。さらに、自分たちが
できることを探して実行していきたい。」と新会長が意気込みを語ってくれました。

大里東中学校あいさつ運動～自分たちにできることで、地域を元気に～

【連載】

障がい者基幹
相談支援センター

だより

第
37
回
障害者差別解消法について

次回は、「稲沢市障害者緊急時対応事業」についてお伝えします。

正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」と言います。障が
いの有無によって分け隔てられることがなく、皆がお互いの人格と個性を尊重し
ながら生活できる社会を目指すため、障がいを理由とする差別の解消を推進する
法律です。

障害者差別解消法ってどんな法律ですか？ 
質問

回答

質問

回答

法律では、障がいがあることを理由に、不当な差別的取り扱いをし、障がい者の
権利や利益を侵害することを禁止しています。
例 盲導犬利用者への飲食店への入店拒否

また、負担がかかりすぎない範囲で手助け（合理的配慮）をすることとされています。
例 聴覚障がい者に対する手話や筆談などでの情報を伝達

どんなことに気を付ければいいですか？

障がいのあるかたの差別に関する相談窓口は、
市役所福祉課（障害福祉グループ） TEL0587-32-1281　FAX0587-32-1219と、
障がい者基幹相談支援センター TEL0587-23-6713　FAX0587-33-4666に設置されています。

※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。

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　FAX0587-22-6110（平日及び第2・4土曜日8:30~17:15）
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「自力整体サークル稲沢『ゆるリラ 自力整体』」

『ゆるリラ 自力整体』は代表の𠮷田さんを中心に、令和3年1月に結成。
𠮷田さんご自身が坐骨神経痛に悩まされていた10年程前、
自力整体のサークルに出会い、参加していました。自らの身体
を整える「自力整体」を継続して行っていたところ、痛みも和
らぎ、結果服薬も無しで生活することができるように。その後
参加していた自力整体のサークルが解散することとなって
しまいましたが、継続して活動することを考え、自立整体の研
修を受け自力整体ナビゲーターの資格を取得しました。

「自力整体」は人の手を借りず、自分で自らの身体を治療するボディワークです。輪っかタオルを使用
しながら自分の力で身体をほぐし、セルフケアを行なうことで、自然治癒力をアップさせ、心身の不調
を整えます。

その後、以前から関わっていたママ友と一緒に集
まって活動するようになり、1人2人と仲間が増えて
いき、現在の『ゆるリラ 自力整体』となりました。
「ゆるく」「のんびり」「無理なく」継続的に活動して
います。
見学、お試しからでもＯＫ。ご興味があるかたは是
非お問い合わせください。

本センターが稲沢東老人福祉センターはなみずき館・稲沢東公民館へ移転することに伴
い、3月31日（金）を以ってセンターの部屋の貸し出し（いちょう館のボランティアルームを
除く。）を一時停止します。5月8日（月）から再開する形となりますので、ご理解ご協力の程
よろしくお願いします。なお、移転先の貸部屋の予約は2月から本センターで開始します。

センターからのお知らせ

活動に
ついて

54



福

福

 地域づくりナビ  発信！
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令和3年10月にドクター15名によりおもちゃ病院(ボ
ランティア団体)を開院しました。
準備段階から活動実績がない状況でどのように修理す
るおもちゃを集めるかが課題でしたが、市役所の子ども
健康部の皆様に協力をいただき、市内の幼稚園、保育園、
児童館にポスターを掲示し、順調に受付件数を増やすこ
とができました。
10月までの実績は受付件数260件、完治率85％となり、
たくさんの子どもや保護者のみなさまに笑顔をお届けす
ることができました。また、10月に開催された福祉まつり
に初めて参加することができ、多数の患者さんに来院い
ただき、ドクターにはうれしい悲鳴となりました。
今後はドクターの技術的なスキルを高め、完治率を上げ
たいと思っております。

皆様へお願いです。捨てるおもちゃの部品で、壊れ
た他のおもちゃがよみがえります。
“壊れたおもちゃ”“いらなくなったおもちゃ”の提供を受
け付けておりますので、ご協力をお願いします。
 毎月第4土曜日 10:00～15:00　　ボランティアセンター

何らかの理由で食品を必要とするかたの支援、また福祉的な交流活動で使用するこ
とを目的に、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月10日(火)～1月16日(月)の平日　9：00～17：00　　 ボランティアセンター
　 令和5年正月用に製造された鏡餅又は切り餅で、真空処理されたものに限る。 
※手作り不可

　本センターに登録している市民活動、ボランティア活動を行っているかた
を対象に、『ＳＮＳの活用』をテーマに講座を開催します。分かりやすく説明
しますので、お気軽にご参加ください。
①団体内の連絡を円滑にしよう。『ＬＩＮＥ』活用術！！
　　 2月19日（日）　9：30～12：00
②団体の活動を周知しよう。『インスタグラム』活用術！！
　　 2月26日（日）　9：30～12：00
【共通事項】
　本センター　　スマートフォン　　各回15名（1団体2名まで）　　メールまたは電話で1月25日（水）
までに申し込み（応募者多数の場合は抽選）　　講師：（有）オムニスタッフ
※詳細は本センターWEBサイトをご覧ください。

◎プログラミングクラブ ボランティア募集
　子どもたちと一緒にプログラミングを楽し
んでくれるかたを募集しています。経験者だけ
でなく、学生や未経験のかたもぜひご連絡くだ
さい。
　月1～2回　　
　名古屋文理大学文化フォーラム

※　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

　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、各主催団体にご確認ください。

センターからのお知らせ

センター登録団体掲示板

◎みんなでまちを巻き込もう！「コドモキカク室」会員募集
　様々な地域のかたと関わりながら、子ども達主体で
ゲーム考案～イベント企画運営を目指し、まちづくり
にチャレンジします！ 　　
　月1～2回　　稲沢市内orオンライン   　　月500円
　年長児（6歳）～小学6年生
子ども達に様々な経験の場をご提供いただける「キ
カクサポーター」も随時募集中。

◎町内会、自治会などの困りごとを解決する研究会 
　担い手不足など町内会や自治会組織の抱える問題・
課題の解決を、地域の事情に合わせた研究会を区長経
験とＮＰＯ活動実例を通して研究します。課題解決手
法を伝授します。　　
　 町内会、自治会関係者　　総合文化センター　　
　 資料製作にかかる費用　

◎ドクターを募集しています！！一緒
　に活動しませんか？
毎月第4土曜日 10:00～15:00　　
ボランティアセンター　　 年1,000円

　おもちゃの修理に興味のあるかた
代表：各務
E-mail：kakami@m2.dion.ne.jp
WEBサイト：https://
60000241022.amebaownd.com/

代表：松田　☎080-5116-6991
E-mail：info@kikkake-kikaku.com
WEBサイト：https://kikkake-kikaku.com

稲沢雅楽会

キッカケキカク知恵創り協会

稲沢おもちゃ病院
い～な

〈団体名〉
〈内容〉

〈問合・申込先〉

代表：𠮷野　☎090-1280-4949
E-mail：yi160728@cy.tnc.ne.jp

代表：大竹　☎090-9182-6878
FAX：0587-21-1859
E-mail：ohotake1859@gmail.com

◎ひとり親支援 子ども食堂　
　親子であたたかい食事を楽しんでください。その他ご支
援いただいた物資をお渡ししております。詳しくはお問い
合わせください。
 　毎週日曜日 11：30～13：00
　 ひとり親家庭（子どもは中学生まで）　　1日3組※完全予約制
　  塩らぁ～めん専門店KAZU（北市場町西玄野528-2）　
　 大人500円、子ども無料 

ハート＆ハート
子ども食堂

代表：福田　☎090-6591-3738　LINEID：＠958yswhh
E-mail：heart.kodomo@gmail.com

「稲沢おもちゃ病院い～な」～1年間の活動報告～

代表：後藤　
E-mail：inazawa_aichi.jp@coderdojo.com

CoderDojo
稲沢正明寺

◎日本古来の雅楽を学んでみませんか！
　雅楽は古来よりの伝統芸能でユネスコ
文化遺産に認定されています。文化事業
や小中高校で雅楽教室などの活動を行っ
ています。
　毎月第4土曜日 9：30～　　
国府宮神社集会所　　月1,000円　　
　小学5年生以上　 　見学可

喜もち寄付プロジェクト　～「もったいない」を「ありがとう」へ～
き

市民活動・ボランティア講座の開催
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稲沢市資源対策課と共に、10/24～10/28、10/31～11/3の9日
間、フードドライブを行なった結果、合計1952.8kgの食品が集まりま
した。
食品は、市内で活動する子ども食堂団体や福祉団体などを通じて必
要とするかたへお届けしました。
たくさんのご協力・温かいご支援ありがとうございました。

◇次回（春のフードドライブ）は4月頃を予定しています。
※実績の詳細については、センターWEBサイトでご覧いただけます。

この度、一宮生活協同組合様から『書き損じ・未使用はがき』『使用
済み切手』『未使用切手』のご寄付をいただきました。
「自分たちに地域に貢献できる活動はないだろうか」と本センター
にお問い合わせいただいたことがきっかけでこの活動に繋げていた
だくことができました。尾張圏域を中心に活動展開されていることか
ら、市外に住む組合員さんも含めて、多くのご協力をいただくことが
できました。誠にありがとうございました。
『書き損じ・未使用はがき』『未使用切手』は中部盲導犬協会様へ、『使用済み切手』については中部善意銀
行様へお届けさせていただきます。

本センターでは随時寄付の受付を行っております。引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いします。

＜地域包括支援センターとは＞
高齢者が住み慣れた地域で安心した生活が続けられるように、介護・

福祉の様々な面から総合的な支援を行う相談窓口です。
地域包括支援センターでは、主任介護支援専門員、社会福祉士、保健

師などの専門職がご本人やご家族、地域のかたからのご相談に対応しま
す。相談内容に関しての秘密は堅く守られ、相談料は無料です。

一人で悩まず、不安なことや悩みがあれば、お住まいの地区の地域包括支援センターへまず電話でご相談ください。

＜地域包括支援センターに寄せられる相談例＞
健康のこと
・心身の健康に不安がある
・今の健康を維持したい
・最近、物忘れがみられる　など

介護のこと
・介護保険制度について知りたい
・身の回りのことに不安が出てきた
・家族の介護に疲れてしまった　など
様々な相談ごと
・日頃の生活で困ったことがある
・生きがいづくりの場がほしい
・認知症について知りたい
・近所の高齢者のことが心配　など

権利を守ること
・悪質な訪問販売の被害にあった
・今後の財産管理が不安
・成年後見制度について知りたい
・虐待を受けているかもしれない人がいる　など

稲沢地域包括支援センター

祖父江地域包括支援センター
平和地域包括支援センター

小正・下津地域包括支援センター

明治・千代田地域包括支援センター

大里地域包括支援センター

0587-22-1488

0587-36-8310

0587-23-7702

0587-33-5400

0587-97-2381
0567-47-1776

稲沢市民センター地区
小正市民センター地区
下津市民センター地区
明治市民センター地区
千代田市民センター地区
大里西市民センター地区
大里東市民センター地区
祖父江支所地区
平和支所地区

秋のフードドライブ
ご協力ありがとうございました

地域包括支援センターについて

一宮生協×ボランティア

福

多年にわたり、福祉分野で活動されている本センター
登録ボランティア団体が、以下のとおり受賞されました。
皆様、おめでとうございます！！

ボランティア表彰

おめでとう
ございます。平和町手話サークル「結びの会」

稲沢福祉ネットワーク　なおい

高齢者ふれあいサロン　松の会

やさしい街づくり INAZAWA ゆうとゆう

オリーブの会 名古屋

いっぷく

団体名表彰内容

厚生労働大臣 感謝

愛知県社協会長 表彰

愛知県知事 感謝

愛知県社協会長 感謝

高齢期のフレイルを招く原因の1つに「閉じこもり」があります。外出の機会が減
ると、心身の機能が低下してフレイルの悪循環に陥りやすくなります。閉じこもりを
防ぐために、小さな用事を組み合わせて、こまめに外出することを心がけましょう。

食材の買い物、病院への定期通院、近所への散歩なども、外出の機会となる社会
参加です。

ごみ捨て、ペットの世話、庭掃除など、家庭での仕事や役割を担うことでも活動
の幅は広がります。
地域での行事、公民館などでの趣味サークルやボランティア活動、サロン活動
などで新しい出会いや友人や知人と集う機会を持ちましょう。

刺激を受けたり、身体活動が増えたりするため、心身が活性化します。

【連載】

第35回

フレイル予防(4)「社会参加について」
高齢者役立ち
かわら版

今回はフレイル(心身の活力が低
下した状態)予防の1つである「社
会参加」について紹介します。

次回は「オーラルフレイル(口腔機能の衰え)」について紹介します。

電話番号 担当地域センター名

●日常生活を活発にするポイント

❶ 買い物や通院や散歩に出かける

❷ 友人や知人と会う

❸ 家庭での役割をもつ

❹ 地域の活動に参加してみる
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 ①2月15日（水）　勤労福祉会館　第4会議室
　 ②3月3日（金）　平和町農村環境改善センター　研修室1
　 ・各日13時00分～ 15時30分、同一の内容
　 ・どちらか1日選択
市内在住で、事業対象者・要支援以上の高齢者を在宅で介護している家族
各日20名（定員になり次第、締め切り。）　　いちご狩り、講話、ストレッチなどの体操など
各日800円　　　　　　　　　　　　　　   1月5日（木）から1月20日（金）まで、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・受講料社協の

情報広場

i n f o r m a t i o n

福

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。

稲沢市成年後見センター　無料相談会のご案内

はじめての手話教室　受講生を募集します！

携帯用命のバトンの配付について

家族介護者交流事業　～心と身体のリフレッシュ～

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。

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。

　市陸上競技場において、令和4年11月26日（土）に開催しました。306名の参加者が日頃の練習の
成果を発揮するとともに、ふれあいの輪を広げることができました。また、当日ホールインワンを出さ
れたかたから、ホールインワン基金として赤い羽根共同募金へご寄付をいただきました。誠にありが
とうございました。

男子：鯉江　孝之佑（稲沢西） 打数31
女子：村瀬　志摩子（下津） 打数32

赤
コース

男子：加藤　均　（小正） 打数32
女子：石黒　徳子（清水） 打数33

青
コース

　あらかじめ氏名、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」をバトン本体に入れ、外出時における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。
バトン本体には、災害時などに役立つホイッスル機能が付いています。

携帯用命のバトンとは･･･

平和らくらくプラザ
1月28日（土）　10時～11時30分
1月29日（日）　19時～20時30分
2月11日（土）　10時～11時30分
2月12日（日）　14時～15時30分

勤労福祉会館
2月8日（水） 10時～11時30分
2月16日（木）　14時～15時30分
2月22日（水）　14時～15時30分
3月2日（木） 10時～11時30分

●8日間のうちいずれか1日選択(同一の内容)

　稲沢市成年後見センターでは、成年後見制度などに関するご相談を、毎月2組まで専門職が無料でお
受けします。
1月26日（木）（行政書士）、2月16日（木）（司法書士）、
3月23日（木）（社会福祉士）
①13時～、②14時15分～（相談時間1時間程度）
市役所東庁舎内　1階 社会福祉協議会相談室
毎月2組まで
市内在住・在勤のかた
事前予約制です。（先着順）
開催日2ヶ月前の月初日から電話にて受付（ただし、1月は4日（水）からの受け付けとなります。）
お問い合せ、申し込みは、成年後見センター（0587-22-5565）まで
・原則、相談はお一人様、年間1回まででお願いします。
・相談には、本センター職員も同席します。
・諸事情により、相談員が変更になる場合があります。

ご寄付ありがとうございました。
日頃の皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和4年9月1日から令和4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）

【社会福祉基金】
◎株式会社フジミインコーポレーテッド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150，000円
◎白石社会保険労務士事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50，000円
◎Longhill Net JA愛知西産直広場
　一色下方店　EMボカシの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，000円

【物品】
◎クオリ訪問看護リハビリステーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マスク70箱（1箱50枚入）・フェイスシールド10枚
・携帯用消毒スプレー2個・ポーチ8個 他
◎三菱電機ビルソリューションズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

非常食用ごはん450食・2ℓミネラルウォーター1，320本

〈問合先〉稲沢市消防本部　☎0587-22-0119

　「手話」が聞こえない人たちの大切な「ことば」であることを理解し、あいさつや自己紹介など簡単な手話
を学びませんか。ふるってご参加ください。

各日20人（定員を超えた場合は抽選）
講師：稲沢市聴覚障害者福祉協会
1月13日（金）まで本所にて受付（電話またはFAX）

第28回ふくしグラウンド・ゴルフ大会報告

優勝者
（敬称略）
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　市陸上競技場において、令和4年11月26日（土）に開催しました。306名の参加者が日頃の練習の
成果を発揮するとともに、ふれあいの輪を広げることができました。また、当日ホールインワンを出さ
れたかたから、ホールインワン基金として赤い羽根共同募金へご寄付をいただきました。誠にありが
とうございました。

男子：鯉江　孝之佑（稲沢西） 打数31
女子：村瀬　志摩子（下津） 打数32

赤
コース

男子：加藤　均　（小正） 打数32
女子：石黒　徳子（清水） 打数33

青
コース

　あらかじめ氏名、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」をバトン本体に入れ、外出時における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。
バトン本体には、災害時などに役立つホイッスル機能が付いています。

携帯用命のバトンとは･･･

平和らくらくプラザ
1月28日（土）　10時～11時30分
1月29日（日）　19時～20時30分
2月11日（土）　10時～11時30分
2月12日（日）　14時～15時30分

勤労福祉会館
2月8日（水） 10時～11時30分
2月16日（木）　14時～15時30分
2月22日（水）　14時～15時30分
3月2日（木） 10時～11時30分

●8日間のうちいずれか1日選択(同一の内容)

　稲沢市成年後見センターでは、成年後見制度などに関するご相談を、毎月2組まで専門職が無料でお
受けします。
1月26日（木）（行政書士）、2月16日（木）（司法書士）、
3月23日（木）（社会福祉士）
①13時～、②14時15分～（相談時間1時間程度）
市役所東庁舎内　1階 社会福祉協議会相談室
毎月2組まで
市内在住・在勤のかた
事前予約制です。（先着順）
開催日2ヶ月前の月初日から電話にて受付（ただし、1月は4日（水）からの受け付けとなります。）
お問い合せ、申し込みは、成年後見センター（0587-22-5565）まで
・原則、相談はお一人様、年間1回まででお願いします。
・相談には、本センター職員も同席します。
・諸事情により、相談員が変更になる場合があります。

ご寄付ありがとうございました。
日頃の皆様のご厚意に心からお礼申しあげます。
令和4年9月1日から令和4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）

【社会福祉基金】
◎株式会社フジミインコーポレーテッド
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150，000円
◎白石社会保険労務士事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50，000円
◎Longhill Net JA愛知西産直広場
　一色下方店　EMボカシの会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5，000円

【物品】
◎クオリ訪問看護リハビリステーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

マスク70箱（1箱50枚入）・フェイスシールド10枚
・携帯用消毒スプレー2個・ポーチ8個 他
◎三菱電機ビルソリューションズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

非常食用ごはん450食・2ℓミネラルウォーター1，320本

〈問合先〉稲沢市消防本部　☎0587-22-0119

　「手話」が聞こえない人たちの大切な「ことば」であることを理解し、あいさつや自己紹介など簡単な手話
を学びませんか。ふるってご参加ください。

各日20人（定員を超えた場合は抽選）
講師：稲沢市聴覚障害者福祉協会
1月13日（金）まで本所にて受付（電話またはFAX）

第28回ふくしグラウンド・ゴルフ大会報告

優勝者
（敬称略）

1110



子ども食堂 みんなのCafe’　活動の様子

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

マスコットキャラクター
「福ちゃん」

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

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

 

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46周年・市内2店舗広 告

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

共に生きる力　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
募金ができる自動販売機は、売り上げの一部が□□□□□□□□に
寄付される仕組みとなっています。
□に入る8文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、本会が責任をもって管理します。

【 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
市役所東庁舎内　稲沢市社会福祉協議会クイズ係

応募締切 令和5年1月20日（金）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。

広 告

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所

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

おひさまおひさまぴあぴあ
高齢者デイサービスセンター

紙面の都合により、連載「ボランティアストーリー」はお休みさせていただきます。

04
地域づくりナビ発信！
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

03 生活福祉資金貸付制度日常生活自立支援事業

02 赤い羽根作品コンクールテーマ型募金
募金ができる自動販売機

05 市民活動コーナー

08 ボランティアコーナー

09 地域包括支援センターについて連載/高齢者役立ちかわら版

10 社協の情報広場

06 市民活動支援センター・ボランティアセンター
登録団体掲示板

12
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