
　社協では、香典返しの一部をご寄付いただいたかたに対し、礼状と
封筒の作成、宛名書きをいたします。詳しくは、お問い合わせください。

慶弔のお返しを福祉のまちづくりに

　新型コロナウイルスの感染
が国内で拡大している状況を
踏まえ、本会が開催を予定し
ていた２月末～３月末のイベン
トなどを中止・延期いたしまし
た。
　参加をお申し込みいただい
ていた皆様や、ご検討されて
いた皆様に大変ご迷惑をおか
けしましたこと、心よりお詫び
申し上げます。
　今後も状況によりイベント
などの開催の有無等を検討す
る場合がございますが、皆様
にはご理解とご協力をいただ
きますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの
感染拡大に伴う
イベントなどの
中止・延期について

　社会福祉協議会では、誰もが住みよいまちを目指して、市民の皆さんにもさまざまな
場面でまちづくりに参画いただき、ともに地域福祉の推進に取り組んでいます。
　少子高齢社会が急速に進行している中で、子育て世代や高齢者世代などが抱える福
祉課題は数多くあります。また、災害対策への不安や備えなど、地域福祉に対する期待
や役割はますます高まっています。
　本会の会員制度は、地域福祉を市民の皆さんとともに支え合う仕組みの一つです。
ご協力いただきました会費は、本市の地域福祉推進事業への貴重な財源として有効に
活用させていただきます。私たちとともに“みんなで支え合うしあわせのまち　尾張旭”
のまちづくりを推進していきましょう。

年間を通じ、何口でも加入していただけます。
4月1日～翌年3月31日の年度単位となります。

　本会窓口（保健福祉センター１階）及び市役
所福祉課で、常時受け付けています。
　なお、前年度会員の皆さんには、６月から順
次、校区社協委員が訪問し、新年度会員の依
頼をさせていただく場合があります。その際に
は引き続きご協力をお願いいたします。
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▲会費を財源に実施する市内小学校での「児童・生徒の福祉実践教室」
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‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

1,000円年 額

　「福祉に役立ててください」と、たくさんの善意が寄せられています。皆さ
んにご報告するとともに、厚くお礼申し上げます。寄付金及び寄付物品は、
ご意志に基づき有効に活用させていただきます。

善意のご寄付ありがとうございます

１２月１２日～3月9日　（順不同）

※物品の状態によっては受け取りできない場合がありますのでご了承ください。

■一般寄付

臼井　歌子　様　（庄中町）
玉田　公司　様　（北原山町）
武内　榮子　様　(南原山町)
老人園芸クラブ旭山草会　様　（旭ヶ丘町）
匿名（6件）

大島　須邁子　様　（緑町）
武内　榮子　様　（南原山町）
たいようの会　様　（瀬戸川町）
本地ヶ原校区社会福祉推進協議会　様　（緑町）
イトーヨーカドー尾張旭店　様　（南原山町）
森　喜美　様　（新居町）
株式会社中京銀行　様　（名古屋市）
匿名（5件）

20,000
12,939
12,000
5,000

129,500

紙オムツ14袋、尿とりパッド17袋
紙オムツ2袋、尿とりパッド2袋

ぞうきん50枚
車いす2台
雑貨46点
切手245枚
車いす5台

紙オムツ17袋、尿とりパッド9袋、賞状盆2枚、胸章18個

寄付者名/寄付金額（単位：円）

寄付者名/物品名
■物品寄付

●助成対象団体 市内で福祉的な活動を行う法人格を持たない非営利の団体
●対象事業実施期間 ７月１日(水)～翌年３月３１日(水)
●助成総額 ６０万円(１団体あたりの助成上限額８万円)
●申請方法 所定の「助成金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて本会まで提出してください。
 ※「助成金交付申請書」は本会の窓口でお渡しするほか、本会ホームページからもダウンロードできます。
●その他 助成対象外事業、助成対象外団体、助成対象外経費については、お問い合わせいただくか、本会 
 ホームページでご確認ください。
●問い合わせ先　　　　社会福祉協議会

令和２年度福祉のまちづくり推進助成のご案内
　本会では、市内で福祉活動を行う団体が実施する事業に助成を行います。
　地域の皆さんからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」を財源に、地域の中で
先駆的な活動、自主的な活動をしてみませんか。ご応募お待ちしています。

申請期限
●申請から助成決定までの流れ

第１次審査（書類選考）

第２次審査
（公開プレゼンテーション）

助成決定

５月22日(金)までに必着
提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
６月１３日(土)の午前１０時から保健福祉センターで公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
※１団体５分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
※当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　社会福祉協議会の広報紙「社協だより　尾張あさひ」に広告
を掲載してみませんか？
　令和２年度夏号（7月発行）に掲載の広告を募集します。
　募集期限は、５月１日（金）までです。
　広告の掲載は有料です。広告掲載に関する詳細につきまし
ては、下記までお問い合わせください。

「社協だより 
尾張あさひ」〔広告掲載のご案内〕

社会福祉協議会 TEL ５４-４５４０問い合わせ先

こんなとき、
こんなお金をぜひ、社会福祉協議会へご寄付を！！

○福祉のために役立てようと思ったとき
○会社や商店の開設、開店などの記念事業の一部
○お祝い事、香典の一部
○同窓会などの残金、各種チャリティーバザー

祝市制50周年
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春号
令和２年度

（季刊）

令和2年4月

No.167 あさひ社協だより
尾張

社会福祉法人　尾張旭市社会福祉協議会　

社協だよりやその他の社協情報はホームページでもご覧になれます。

〒488-0074　尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内
ホームページ　http://www.owariasahishakyo.jp/

TEL　54-4540　FAX　51-1880
発 行

尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内 TEL 55-0654地域包括支援センター
渋川ボランティアセンター 尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内　ＴＥＬ ５１-５５３５　ＦＡＸ ５１-５５４３



　令和元年度も、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員にご加入いただき、本会が行う地域福祉活
動、ボランティア活動支援、高齢者・児童・障がい者への福祉事業や支援事業を支えていただきました。ここに、
感謝とともに法人等会員のお名前を掲載させていただき、また引き続きのご支援をお願いいたします。

　ウェルフェアボウリングは、日ごろ
スポーツをする機会に恵まれない
障がいのあるかたが気軽にできる
スポーツです。広く市民の皆さんに
も参加を呼びかけ、相互理解と交流
を深め、国際障害者年のテーマであ
る「完全参加と平等」の理念実現を
目指して実施します。

　そこで、東名ボール（瀬戸市西原
町）で5月7日（木）から7月31日（金）
まで使用できるチャリティボウリン
グ券を2ゲーム1,000円で販売しま
すので、会社や仲間との親睦会など
でご利用ください。なお、販売額の
一部は、福祉施設へ寄付されます。
　また、6月21日（日）午前10時か
ら午後1時まで障がいのあるかたを
対象に「ウェルフェアボウリング大
会」を東名ボールで開催します。参
加を希望されるかたは、社会福祉協
議会までお問い合わせください。た
だし、定員に達しましたら締切りと
なりますので、ご了承ください。
◎ボウリング券購入先及び
　問い合わせ先
　社会福祉協議会

令和元年度法人等会員の皆さん
（順不同・敬省略）
＜市内の法人等＞

・ひだまり通所介護
 瀬戸川町
・にったクリニック
 東栄町
・瀬戸窯業原料(株)
・トーエー不動産(株)
・成山興産(株)
・前原デンタルクリニック
 東名西町
・(株)大日産商
 長坂町
・(株)旭衛生社
 西大道町
・(医)誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科
 西の野町
・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)
・訪問介護ステーションsun楽
 西山町
・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・NPO法人にこまる
 根の鼻町
・いながきクリニック
 白鳳町
・阿佐電機(株)
・森石油(株)
 晴丘町
・平岩工業(株)
 東印場町
・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院
 東大道町
・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・尾張旭市商工会
・みやび
・(有)シャトー若杉
・ステーツ三進
・和紙専門店ふた美
・松下レディスクリニック
・余語眞二税理士事務所
・松原歯科医院
・アテンド司法書士事務所若杉拓
・(医)宝珠会尾張旭クリニック
 東山町
・(株)池田工務店
・(有)静マンション
・(有)瑞鳳自動車
・(株)高千代熱学社
・東濃信用金庫瑞鳳支店

 狩宿町
・アカバネショッピ(株)
・(医)翔心会松井ハートクリニック
 狩宿新町
・(株)アイトー
・(株)中京スポーツ施設
 北原山町
・(有)セイホウ自動車
・もに・らん
・田中屋
・東海耐熱工業(株)
・(有)藤池建設
・ＮＰＯ法人地域生活支援ネットワークケ
 アーサポート
・尾張旭運輸(株)
 北本地ヶ原町
・(学)若宮学園しらぎく幼稚園
・(有)玉鵬
・(株)東興不動産
・行政書士松尾匡史事務所
・訪問介護ソワン
 桜ヶ丘町
・行政書士平本事務所
 三郷町
・(株)イサミライト
・尾張旭金融協会
・せとしんリース(株)
・瀬戸信用金庫三郷支店
・(株)タチ基ホーム
・(株)タチ基ケアサービス
・パナソニックスイッチギアシステムズ(株)
 渋川町
・ハンプティー・ダンプティー
・河合クリニック
 下井町
・クリオン(株)名古屋工場
 庄中町
・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株)
 庄南町
・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会
・訪問リハビリ看護あおぞら
 城前町
・旭綜合警備保障(株)
・(有)訪問介護すずらん
・瀬戸ガス水道(株)尾張旭(営)
 城山町
・大川産業(株)
・(株)大甚

 平子町
・(福)いしずえ会あさひおっきい保育園
・(有)久野鉄工所
・司法書士川崎事務所
・旭テクニカル
・ゆらぎ
 緑町
・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・ほんじ眼科クリニック
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会
 南栄町 
・(株)玉善
・フジミ介護タクシー
・(株)ホンジン自動車
・(有)山和ひょうたん島
・サンヴェール尾張旭
 南新町 
・(有)アサヒグリーン
・ゆで作
 南原山町 
・(有)アオヤマ設備
・(株)尾野ヂーゼル
・花村新聞店
 南本地ヶ原町
・(有)田中工業所
 向町
・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所
・家事代行サービス笑画家

 瀬戸市
・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・(株)名東技研
・(同)ねじばな
・すみれ居宅介護支援事業所
・(株)インロック
・リハステーションたくみ
・デイサービスそれいゆ
・（有）サカザキ
 名古屋市
・愛知皮革工業(株)
・(株)オオハシ大橋新聞店
・東邦動力工業(株)
・日本ゼネラルフード(株)
・(株)メディケア
・(同)ＨＡＹＡＳＨＩ
・中部メディカル訪問看護ステーション
 春日井市
・(株)愛安住　名古屋（営）

令和
元年度 法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました

ボウリングを楽しんで、チャリティにも参加を！ボウリングを楽しんで、チャリティにも参加を！

 旭ヶ丘町
・(有)新明ハウス
・喫茶夢乃舎
・光ケア(同)
・企業組合ディスカバーＹ＆Ｙ
・(株)三輝
 旭前町
・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中京銀行尾張旭支店
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アクティブらいふ
・アサヒ開発(株)
・(学)英正学園東春暁幼稚園
 新居町
・(同)ケアハウスひだまり
・(有)ドリームワン柴田
・洞光院
・東邦冷熱工業(株)
・てらお歯科クリニック
・瀬戸信用金庫旭団地出張所
・東伸産業(有)
・魚正
・日本健康サポート(株)
・小島歯科
 井田町
・(有)イッツ・スタイル
・日鉄物産メタルズ(株)
・(株)技研システック
・訪問看護ステーションとも
・セイコー産業(有)
・デイサービスセンター華の季
・デイサービスセンターほっとすてーしょん
 印場元町
・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院
 大久手町
・あらかわ医院
 大塚町
・畑中内科医院
 柏井町
・(有)黒川新聞店
・水野建設(株)
・(福)蒲生会大和荘
・(福)蒲生会大和ホーム
・（福）かなえ福祉会すないの家尾張旭

＜市外の法人等＞

令和２年度
社会福祉協議会 資金収支予算

令和２年度
社会福祉協議会 資金収支予算

※収入については、勘定科目ごとに、支出については事業内容ごとにそれぞれ取りまとめて
　掲載してあります。

収　入

収入計
前期末支払資金残高
内部資金取引による収入
基金・積立金取崩収入
その他の収入
受取利息配当金収入
負担金収入
事業収入
介護保険事業収入
貸付事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

寄附金収入
会費収入

支出計
地域包括支援センター事業
居宅介護支援事業

公益事業

生活支援コーディネーター事業
日常生活自立支援事業
紙おむつ給付事業
脳の健康教室運営事業
車いす貸出事業
資金貸付事業
共同募金配分金事業
ボランティアセンター事業
福祉のまちづくり事業
企画広報事業
法人運営事業

社会福祉事業

275,700
7,071
19,673
10,804
2,045
500
165
669

46,840
638

106,360

73,665

3,470
3,800

275,700
111,010
33,910

8,890
790
1,020
1,000
680
1,890
6,320
6,190
6,420
3,540
94,040

市補助金
共同募金配分金

その他
（内訳）

（内訳） 市受託金
その他

68,408
4,611
646

103,863
2,497

支　出
（単位：千円）総額２７５，７００千円
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　令和元年度も、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員にご加入いただき、本会が行う地域福祉活
動、ボランティア活動支援、高齢者・児童・障がい者への福祉事業や支援事業を支えていただきました。ここに、
感謝とともに法人等会員のお名前を掲載させていただき、また引き続きのご支援をお願いいたします。

　ウェルフェアボウリングは、日ごろ
スポーツをする機会に恵まれない
障がいのあるかたが気軽にできる
スポーツです。広く市民の皆さんに
も参加を呼びかけ、相互理解と交流
を深め、国際障害者年のテーマであ
る「完全参加と平等」の理念実現を
目指して実施します。

　そこで、東名ボール（瀬戸市西原
町）で5月7日（木）から7月31日（金）
まで使用できるチャリティボウリン
グ券を2ゲーム1,000円で販売しま
すので、会社や仲間との親睦会など
でご利用ください。なお、販売額の
一部は、福祉施設へ寄付されます。
　また、6月21日（日）午前10時か
ら午後1時まで障がいのあるかたを
対象に「ウェルフェアボウリング大
会」を東名ボールで開催します。参
加を希望されるかたは、社会福祉協
議会までお問い合わせください。た
だし、定員に達しましたら締切りと
なりますので、ご了承ください。
◎ボウリング券購入先及び
　問い合わせ先
　社会福祉協議会

令和元年度法人等会員の皆さん
（順不同・敬省略）
＜市内の法人等＞

・ひだまり通所介護
 瀬戸川町
・にったクリニック
 東栄町
・瀬戸窯業原料(株)
・トーエー不動産(株)
・成山興産(株)
・前原デンタルクリニック
 東名西町
・(株)大日産商
 長坂町
・(株)旭衛生社
 西大道町
・(医)誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科
 西の野町
・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)
・訪問介護ステーションsun楽
 西山町
・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・NPO法人にこまる
 根の鼻町
・いながきクリニック
 白鳳町
・阿佐電機(株)
・森石油(株)
 晴丘町
・平岩工業(株)
 東印場町
・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院
 東大道町
・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・尾張旭市商工会
・みやび
・(有)シャトー若杉
・ステーツ三進
・和紙専門店ふた美
・松下レディスクリニック
・余語眞二税理士事務所
・松原歯科医院
・アテンド司法書士事務所若杉拓
・(医)宝珠会尾張旭クリニック
 東山町
・(株)池田工務店
・(有)静マンション
・(有)瑞鳳自動車
・(株)高千代熱学社
・東濃信用金庫瑞鳳支店

 狩宿町
・アカバネショッピ(株)
・(医)翔心会松井ハートクリニック
 狩宿新町
・(株)アイトー
・(株)中京スポーツ施設
 北原山町
・(有)セイホウ自動車
・もに・らん
・田中屋
・東海耐熱工業(株)
・(有)藤池建設
・ＮＰＯ法人地域生活支援ネットワークケ
 アーサポート
・尾張旭運輸(株)
 北本地ヶ原町
・(学)若宮学園しらぎく幼稚園
・(有)玉鵬
・(株)東興不動産
・行政書士松尾匡史事務所
・訪問介護ソワン
 桜ヶ丘町
・行政書士平本事務所
 三郷町
・(株)イサミライト
・尾張旭金融協会
・せとしんリース(株)
・瀬戸信用金庫三郷支店
・(株)タチ基ホーム
・(株)タチ基ケアサービス
・パナソニックスイッチギアシステムズ(株)
 渋川町
・ハンプティー・ダンプティー
・河合クリニック
 下井町
・クリオン(株)名古屋工場
 庄中町
・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株)
 庄南町
・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会
・訪問リハビリ看護あおぞら
 城前町
・旭綜合警備保障(株)
・(有)訪問介護すずらん
・瀬戸ガス水道(株)尾張旭(営)
 城山町
・大川産業(株)
・(株)大甚

 平子町
・(福)いしずえ会あさひおっきい保育園
・(有)久野鉄工所
・司法書士川崎事務所
・旭テクニカル
・ゆらぎ
 緑町
・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・ほんじ眼科クリニック
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会
 南栄町 
・(株)玉善
・フジミ介護タクシー
・(株)ホンジン自動車
・(有)山和ひょうたん島
・サンヴェール尾張旭
 南新町 
・(有)アサヒグリーン
・ゆで作
 南原山町 
・(有)アオヤマ設備
・(株)尾野ヂーゼル
・花村新聞店
 南本地ヶ原町
・(有)田中工業所
 向町
・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所
・家事代行サービス笑画家

 瀬戸市
・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・(株)名東技研
・(同)ねじばな
・すみれ居宅介護支援事業所
・(株)インロック
・リハステーションたくみ
・デイサービスそれいゆ
・（有）サカザキ
 名古屋市
・愛知皮革工業(株)
・(株)オオハシ大橋新聞店
・東邦動力工業(株)
・日本ゼネラルフード(株)
・(株)メディケア
・(同)ＨＡＹＡＳＨＩ
・中部メディカル訪問看護ステーション
 春日井市
・(株)愛安住　名古屋（営）

令和
元年度 法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました

ボウリングを楽しんで、チャリティにも参加を！ボウリングを楽しんで、チャリティにも参加を！

 旭ヶ丘町
・(有)新明ハウス
・喫茶夢乃舎
・光ケア(同)
・企業組合ディスカバーＹ＆Ｙ
・(株)三輝
 旭前町
・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中京銀行尾張旭支店
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アクティブらいふ
・アサヒ開発(株)
・(学)英正学園東春暁幼稚園
 新居町
・(同)ケアハウスひだまり
・(有)ドリームワン柴田
・洞光院
・東邦冷熱工業(株)
・てらお歯科クリニック
・瀬戸信用金庫旭団地出張所
・東伸産業(有)
・魚正
・日本健康サポート(株)
・小島歯科
 井田町
・(有)イッツ・スタイル
・日鉄物産メタルズ(株)
・(株)技研システック
・訪問看護ステーションとも
・セイコー産業(有)
・デイサービスセンター華の季
・デイサービスセンターほっとすてーしょん
 印場元町
・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院
 大久手町
・あらかわ医院
 大塚町
・畑中内科医院
 柏井町
・(有)黒川新聞店
・水野建設(株)
・(福)蒲生会大和荘
・(福)蒲生会大和ホーム
・（福）かなえ福祉会すないの家尾張旭

＜市外の法人等＞

令和２年度
社会福祉協議会 資金収支予算

令和２年度
社会福祉協議会 資金収支予算

※収入については、勘定科目ごとに、支出については事業内容ごとにそれぞれ取りまとめて
　掲載してあります。

収　入

収入計
前期末支払資金残高
内部資金取引による収入
基金・積立金取崩収入
その他の収入
受取利息配当金収入
負担金収入
事業収入
介護保険事業収入
貸付事業収入

受託金収入

経常経費補助金収入

寄附金収入
会費収入

支出計
地域包括支援センター事業
居宅介護支援事業

公益事業

生活支援コーディネーター事業
日常生活自立支援事業
紙おむつ給付事業
脳の健康教室運営事業
車いす貸出事業
資金貸付事業
共同募金配分金事業
ボランティアセンター事業
福祉のまちづくり事業
企画広報事業
法人運営事業

社会福祉事業

275,700
7,071
19,673
10,804
2,045
500
165
669

46,840
638

106,360

73,665

3,470
3,800

275,700
111,010
33,910

8,890
790
1,020
1,000
680
1,890
6,320
6,190
6,420
3,540
94,040

市補助金
共同募金配分金

その他
（内訳）

（内訳） 市受託金
その他

68,408
4,611
646

103,863
2,497

支　出
（単位：千円）総額２７５，７００千円

2 社協だより 令和2年度 春号（令和2年4月） 3社協だより 令和２年度 春号（令和2年4月）



赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬省略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

　社会福祉協議会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとを手助けする“生活応援サポーター”を養成するた
め、下表のとおり講座を開催します。

開　　催　　回 第9回

どなたでも受講できます。なお、生活応援サポーターの登録は任意です。
【問い合わせ先】生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）　TEL 55-7071（直通）

保健福祉センター４階シアタールーム 午前１０時～正午会　場 開催時間

第10回 第11回

内
容
及
び
開
催
日
な
ど

１
日
目

6月1日（月） 10月8日（木） 2月3日（水）

２
日
目

6月8日（月） 10月15日（木） 2月10日（水）

３
日
目

6月15日（月） 10月22日（木） 2月17日（水）

各　開　催　回　の　申　込　受　付　期　間 4月1日～
　  5月25日

5月26日～
　  10月1日

１０月２日～
　 　１月２７日

令和２年度も開催します！“あさひ生活応援サポーター養成講座”令和２年度も開催します！“あさひ生活応援サポーター養成講座”
あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！

参加費
無　料

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　尾張旭市共同募金委員会では、昨年10月1日から今
年の3月31日までの6か月間、赤い羽根共同募金運動を
行いました。
　市民の皆さんをはじめ、市内の赤い羽根協力店、学
校、福祉団体、官公署など多くのかたから温かいご協力
とご支援をいただきました。これも皆さんの社会福祉に
対するご理解のおかげと心からお礼申し上げます。

　また寒い中、街頭募金活動をしていただいたボラン
ティアの皆さん、本当にありがとうございました。ご寄付
いただいた募金は、県共同募金会を通じて本会に配分
されます。
　その配分金の使途は、「敬老肖像写真の贈呈」、「おも
ちゃ図書館の運営」、「一人暮らし高齢者への給食サービ
ス」などの財源として大切に活用させていただきます。

▶尾張旭市交通少年団
▶あいち尾東農業協同組合女性部
　尾張旭支部
▶ボーイスカウト尾張旭第1団
▶ガールスカウト愛知県第99団
▶旭校区社会福祉推進協議会
▶城山校区社会福祉推進協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶白鳳校区社会福祉推進協議会
▶渋川校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶本地ヶ原校区社会福祉推進協議会

▶行政書士平本事務所
▶(株)エコペーパーJP
▶(有)坪井化成
▶(有)玉鵬
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶旭サナック(株)
▶(株)中京スポーツ施設
▶トーエー不動産（株）
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)田中工業所
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶日本ゼネラルフード(株)
▶トヨタL&F中部(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(有)黒川新聞店
▶(有)セイワ商会
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶セイコー産業(有)
▶(株)協和工務店
▶(株)萱場倉庫
▶(有)竹亭
▶行政書士松尾匡史事務所
▶(株)東名設備
▶津村鉄工(株)
▶チェッカーオート
▶ステーツ三進
▶(株)アート旭
▶(資)尾野ヂーゼル
▶小野会計事務所小野勇
▶おやつの店ジャンプ
▶(医)本地ヶ原クリニック
▶森石油(株)
▶有志の皆さん

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭金融協会
▶尾張旭ロータリークラブ
▶尾張旭ライオンズクラブ
▶瀬戸旭法人会旭中支部
▶瀬戸旭法人会旭西支部
▶瀬戸旭法人会旭本地支部
▶尾張旭市小中学校長会
▶尾張旭市シニアクラブ連合会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶西浦会
▶(株)高千代熱学社

▶旭フォークダンス同好会
▶尾張旭市地域婦人団体連絡協議会
▶尾張旭市商工会
▶(福)中部善意銀行
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(有)田中工業所
▶(有)玉鵬
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶(株)中京スポーツ施設
▶(株)池垣化学工業所
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)東名設備
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶日本ゼネラルフード(株)
▶ステーツ三進
▶トーエー不動産(株)
▶(株)協和工務店
▶セイコー産業(有)
▶小野会計事務所小野勇
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶(有)セイワ商会
▶(有)坪井化成
▶(有)アネストハート
▶(株)萱場倉庫
▶(有)新洋
▶(株)タチ基ホーム
▶ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
　ワークケアーサポート
▶チェッカーオート
▶(株)ナンバホーム
▶森石油(株)
▶有志の皆さん

「生活支援で人にやさしいまちづくり」
「先輩から学ぶ生活支援の実際」
～“支えあい”がまちづくり？～
「地域のつながりづくり」

「生活リハビリで介護予防」
～ふだんのくらしがリハビリに！～

「生活支援で求められるコミュニケーション」
～相手も自分も心地よく！～

「私たちができる助け合いって何だろう」
～ゲームで“たすけあい”をイメージ！～
「あさひ生活応援サービスについて」
～生活応援サポーターの活動発表～

【講義1】

【趣旨説明】

【講義2】

【講義3】

【交流会】

【活動発表】
【修了式】

【DVD鑑賞】

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】

地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！
～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！
～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

【サロン“もうやーこ”】
令和元年６月に本事業を活用していただきました。

サロン活動紹介③

【問い合わせ先】
生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）

TEL 55-7071（直通）

お電話お待ちしています！

① 活動拠点　② 活動日時　③ 参加費　　
④ 会費　　　⑤ 活動内容　⑥ 目的・特色

　この助成事業は、地域の高齢者やその介護者などの閉じこもりや孤立を防ぐため、集会所・ふれあい会館・
個人宅などの場所を活用し、地域の皆さんによる出会いの場づくりを支援します。

①　井田老人いこいの家　
②　毎週火曜日・金曜日（午前９時～１１時）
③　1回５０円　　　　④　年会費５００円
⑤　懇談会（雑談や談笑）・カラオケ、月１回人生
　経験（体験）のお話会、映画鑑賞（娯楽映画）を
　楽しみます。また、年1回外部講師による講話
　を実施します。
⑥　地域のシニアのかたと、生きがいづくり（趣
　味・レクリエーション）、健康づくり（健康寿命
　を延ばす）、仲間づくり（連帯・支えあい）、地域
　づくり（社会貢献・多世代友好）の4項目をサロ
　ンの目的として活動し、井田地区の伝統郷土
　芸能の保存、伝承にも貢献していきたいと考
　えています。
　　シニアクラブ（井田長寿会）の会員をはじめ
　会員以外のかたにも積極的に案内し、会員の
　増加にも努めていきます。

地域での支え合い活動やサロン活動の立ち上げを検討している
団体・個人のかたは、お気軽にご相談ください。

ご参加お待ちしています

4 社協だより 令和2年度 春号（令和2年4月） 5社協だより 令和２年度 春号（令和2年4月）



赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました！

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬省略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

　社会福祉協議会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとを手助けする“生活応援サポーター”を養成するた
め、下表のとおり講座を開催します。

開　　催　　回 第9回

どなたでも受講できます。なお、生活応援サポーターの登録は任意です。
【問い合わせ先】生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）　TEL 55-7071（直通）

保健福祉センター４階シアタールーム 午前１０時～正午会　場 開催時間

第10回 第11回

内
容
及
び
開
催
日
な
ど

１
日
目

6月1日（月） 10月8日（木） 2月3日（水）

２
日
目

6月8日（月） 10月15日（木） 2月10日（水）

３
日
目

6月15日（月） 10月22日（木） 2月17日（水）

各　開　催　回　の　申　込　受　付　期　間 4月1日～
　  5月25日

5月26日～
　  10月1日

１０月２日～
　 　１月２７日

令和２年度も開催します！“あさひ生活応援サポーター養成講座”令和２年度も開催します！“あさひ生活応援サポーター養成講座”
あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしてみませんか！

参加費
無　料

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　尾張旭市共同募金委員会では、昨年10月1日から今
年の3月31日までの6か月間、赤い羽根共同募金運動を
行いました。
　市民の皆さんをはじめ、市内の赤い羽根協力店、学
校、福祉団体、官公署など多くのかたから温かいご協力
とご支援をいただきました。これも皆さんの社会福祉に
対するご理解のおかげと心からお礼申し上げます。

　また寒い中、街頭募金活動をしていただいたボラン
ティアの皆さん、本当にありがとうございました。ご寄付
いただいた募金は、県共同募金会を通じて本会に配分
されます。
　その配分金の使途は、「敬老肖像写真の贈呈」、「おも
ちゃ図書館の運営」、「一人暮らし高齢者への給食サービ
ス」などの財源として大切に活用させていただきます。

▶尾張旭市交通少年団
▶あいち尾東農業協同組合女性部
　尾張旭支部
▶ボーイスカウト尾張旭第1団
▶ガールスカウト愛知県第99団
▶旭校区社会福祉推進協議会
▶城山校区社会福祉推進協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶白鳳校区社会福祉推進協議会
▶渋川校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶本地ヶ原校区社会福祉推進協議会

▶行政書士平本事務所
▶(株)エコペーパーJP
▶(有)坪井化成
▶(有)玉鵬
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶旭サナック(株)
▶(株)中京スポーツ施設
▶トーエー不動産（株）
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)田中工業所
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶日本ゼネラルフード(株)
▶トヨタL&F中部(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(有)黒川新聞店
▶(有)セイワ商会
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶セイコー産業(有)
▶(株)協和工務店
▶(株)萱場倉庫
▶(有)竹亭
▶行政書士松尾匡史事務所
▶(株)東名設備
▶津村鉄工(株)
▶チェッカーオート
▶ステーツ三進
▶(株)アート旭
▶(資)尾野ヂーゼル
▶小野会計事務所小野勇
▶おやつの店ジャンプ
▶(医)本地ヶ原クリニック
▶森石油(株)
▶有志の皆さん

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭金融協会
▶尾張旭ロータリークラブ
▶尾張旭ライオンズクラブ
▶瀬戸旭法人会旭中支部
▶瀬戸旭法人会旭西支部
▶瀬戸旭法人会旭本地支部
▶尾張旭市小中学校長会
▶尾張旭市シニアクラブ連合会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶西浦会
▶(株)高千代熱学社

▶旭フォークダンス同好会
▶尾張旭市地域婦人団体連絡協議会
▶尾張旭市商工会
▶(福)中部善意銀行
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(有)田中工業所
▶(有)玉鵬
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶(株)中京スポーツ施設
▶(株)池垣化学工業所
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)東名設備
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶日本ゼネラルフード(株)
▶ステーツ三進
▶トーエー不動産(株)
▶(株)協和工務店
▶セイコー産業(有)
▶小野会計事務所小野勇
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶(有)セイワ商会
▶(有)坪井化成
▶(有)アネストハート
▶(株)萱場倉庫
▶(有)新洋
▶(株)タチ基ホーム
▶ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
　ワークケアーサポート
▶チェッカーオート
▶(株)ナンバホーム
▶森石油(株)
▶有志の皆さん

「生活支援で人にやさしいまちづくり」
「先輩から学ぶ生活支援の実際」
～“支えあい”がまちづくり？～
「地域のつながりづくり」

「生活リハビリで介護予防」
～ふだんのくらしがリハビリに！～

「生活支援で求められるコミュニケーション」
～相手も自分も心地よく！～

「私たちができる助け合いって何だろう」
～ゲームで“たすけあい”をイメージ！～
「あさひ生活応援サービスについて」
～生活応援サポーターの活動発表～

【講義1】

【趣旨説明】

【講義2】

【講義3】

【交流会】

【活動発表】
【修了式】

【DVD鑑賞】

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】

地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！
～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！
～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

【サロン“もうやーこ”】
令和元年６月に本事業を活用していただきました。

サロン活動紹介③

【問い合わせ先】
生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）

TEL 55-7071（直通）

お電話お待ちしています！

① 活動拠点　② 活動日時　③ 参加費　　
④ 会費　　　⑤ 活動内容　⑥ 目的・特色

　この助成事業は、地域の高齢者やその介護者などの閉じこもりや孤立を防ぐため、集会所・ふれあい会館・
個人宅などの場所を活用し、地域の皆さんによる出会いの場づくりを支援します。

①　井田老人いこいの家　
②　毎週火曜日・金曜日（午前９時～１１時）
③　1回５０円　　　　④　年会費５００円
⑤　懇談会（雑談や談笑）・カラオケ、月１回人生
　経験（体験）のお話会、映画鑑賞（娯楽映画）を
　楽しみます。また、年1回外部講師による講話
　を実施します。
⑥　地域のシニアのかたと、生きがいづくり（趣
　味・レクリエーション）、健康づくり（健康寿命
　を延ばす）、仲間づくり（連帯・支えあい）、地域
　づくり（社会貢献・多世代友好）の4項目をサロ
　ンの目的として活動し、井田地区の伝統郷土
　芸能の保存、伝承にも貢献していきたいと考
　えています。
　　シニアクラブ（井田長寿会）の会員をはじめ
　会員以外のかたにも積極的に案内し、会員の
　増加にも努めていきます。

地域での支え合い活動やサロン活動の立ち上げを検討している
団体・個人のかたは、お気軽にご相談ください。

ご参加お待ちしています

4 社協だより 令和2年度 春号（令和2年4月） 5社協だより 令和２年度 春号（令和2年4月）



設置場所 担当者 電話番号 担当地区
特別養護老人ホーム
アメニティあさひ
特別養護老人ホーム
敬愛園
特別養護老人ホーム
サンヴェール尾張旭

住田 51-5222 東栄・旭丘 小学校区

＜地域相談窓口一覧表＞

鬼頭 53-9507 城山・白鳳 小学校区

海老原・川本 52-2992 旭・渋川・三郷・
本地原・瑞鳳 小学校区

健康都市尾張旭市の三本柱知るサポだより
シルバーサポート

～尾張旭市地域包括支援センター～ TEL 55-0654（直通）

No.20

地域包括支援センターは、
高齢者の総合相談窓口です

健康長寿スイッチ！ＯＮ！
～運動で筋肉を鍛えて
若々しく輝こう！～

自立支援会議（地域ケア会議）
を開催しました

お近くの地域相談窓口を
ご利用ください

　地域包括支援センターは、高齢
者の皆さんが住み慣れた地域で安
心して生活できるよう、主任介護支
援専門員、保健師、社会福祉士な
どの専門職がチームとなって総合的
に高齢者を支える機関です。
●健康・福祉・介護などの総合的
　な相談に応じます
　電話や窓口での相談のほか、職
員が訪問することも可能ですので、
お気軽にご連絡ください。
●介護予防をすすめます
　一般介護予防（すべての高齢者の
かた）、要支援・要介護になるおそれ
のあるかた、要支援１・２と認定された
かたへ、自立に向けた支援を行います。
●高齢者の権利を守ります
　高齢者虐待への対応、成年後見
制度などの利用支援、消費者被害
の防止などに取り組みます。
●認知症のかたや介護されている
　ご家族への支援を行います
　認知症カフェ、認知症サポーター
養成講座、認知症初期集中支援チー
ム、認知症家族介護支援など、さ
まざまな事業を行っています。

　春です！からだを動かすには、最
適な季節になりました。高齢期で
は、筋力を維持し、よく動くからだ
を保つために、ウォーキングなどに
加え、筋力トレーニングも重要です。
自分のペースで、ほんの少しの時
間でもいいので、運動することを
習慣にしましょう。
●運動するときのポイント
　運動するときは、次のことに注
意しましょう。
・持病のあるかたは医師に相談
・体調が悪いときはやめる
・呼吸を止めない
・無理をしない
・水分補給をする
・ゆっくりと動かす
・しっかりした椅子を安定する場所
　に置いて使う
●からだをよく動かしましょう
○毎日歩く
　有酸素運動が効果的。なかでも
安全で気軽にできるウォーキングが
おススメです。
○イベントなどに参加する
　地域のイベントに参加すること
で、仲間と楽しみながら運動量を

増やすことができます。
●筋トレを習慣にしましょう
　各筋トレは5～10 回、1日 2～3
セットを目安にしましょう。
○４分の１スクワット
（1）両足を肩幅に開き、上体をまっ
　　すぐ伸ばしたまま、ゆっくり４分
　　の１ほど膝を曲げ、腰を落とす。
（2）ゆっくりと膝を伸ばして元の位
　　置に戻る。膝がつま先より前
　　に出ないように注意する。
○片脚上げ
（1）椅子に座り、ゆっくりと片脚を
　　できるだけまっすぐ伸ばす。
（2）ゆっくりと元に戻す。
○つま先立ち
（1）椅子の背につかまり、ゆっくり
　　とかかとを上げつま先で立つ。
（2）ゆっくりとかかとを下ろす。
●しっかりと栄養を摂りましょう
　高齢期では栄養、特にたんぱく
質をしっかり摂らないと、運動をし
ても筋肉がつきません。運動の効
果をあげるためにも、１日３食しっ
かりと食べましょう。

スを利用するだけでなく、地域の
力も有効に活用しながら、本人の
「できるようになりたい」を大切に
本人の目指す生活が実現できるよ
うに支援する取り組みです。

　社会福祉協議会では、市内在住
の小学５・６年生を対象に、「ふくし」
について学ぶ福祉教育講座を開催
します。
　この講座は、子どもたちが体験
や参加者同士の話し合いを通じて
「支え合うこと、ともに生きること」

の大切さや人を思いやる優しい心
を育む機会になってほしいと願い開
催するものです。
　講座では、室内・屋外での車い
す体験、ふくしマップ作りを行いま
す。車いすユーザーの講師や、愛
知県立大学学生ボランティアの皆
さんと一緒に「ふくし」について考
えてみませんか。

　専門職の相互理解、質の向上に
も繋がり、会議を通して健康都市
尾張旭市の３本柱の実現（健康寿
命の延伸）を目指しています。
　今年度も奇数月に行います。

　自立支援会議は、介護度が比較
的軽いかたの自立を促進する支援
方法について検討しています。
　会議には各専門職（保健師、理
学療法士、ケアマネジャー、生活
支援コーディネーターなど）が集ま
り、事例をもとに介護保険サービ

　地域包括支援センターのほかに、
市内には地域の身近なところで相談
を受け、適切な支援につなぐ地域

相談窓口を、一覧表のとおり各社会
福祉法人が受託し設置しています。
　高齢者に関することは、お近くの
窓口に気軽にご相談ください。

1. 寝たきりにさせないまちづくり
2. 外にでかけたくなるまちづくり
3. 住み続けたくなるまちづくり

利用時間 午前９時～午後5時　※土・日曜日、祝・休日を除く　ＴＥＬ ５１-５５３５　 ＦＡＸ ５１-５５４３
尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内

ボランティアセンターからのお知らせ

１０人

やさしい点字教室
～絵本を点訳
してみませんか～

点訳グループ
あかね会

渋川福祉センター
ボランティア室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き ５月１３日（水）
午前１０時～正午

１０人

布おもちゃを作ろう
～手のひらサイズの
うさぎ人形～

ＴｏｙＴｏｙ

６月１１日（木）
午前１０時～正午

おやこ１０組

知ってほしいな、
耳のこと

～おやこで携帯
ミニボードづくり～

要約筆記
ＯＨＰひまわり

７月２２日（水）
午後１時３０分～3時

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

▲活動保険・行事用保険のパンフレット

と　　き
と こ ろ
内　　容
対　　象
申込方法 申込期限 6月22日（月）まで※ただし定員になり次第締切社会福祉協議会に電話または直接

市内在住の小学5・6年生 定　　員 参 加 費 無料先着20人
車いす体験、ふくしマップ作りを通して「ふくし」を学びます。

7月5日（日）午前9時～午後3時30分※昼食は持参してください。
保健福祉センター 4階シアタールーム

▲みんなでふくしマップ作り

ふくし探検隊～尾張旭市のやさしいところを探してみよう～参加者募集
あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

ボランティア保険のご案内

　ボランティアセンターでは、ボラ
ンティア活動に興味をお持ちのかた
や、すでに活動をしておられるかた
を対象に右表のとおり「ボランティ
アサロン」を毎月１回開催していま
す。
　ボランティアサロンに参加して、
楽しみながらボランティア活動に触
れてみませんか。
○申し込み及び問い合わせ先
　渋川ボランティアセンター

　ボランティア活動保険は、国内
におけるボランティア活動中にボラ
ンティア本人がケガをした場合（病
気は補償の対象外）や、他人に対
して損害を与えたことにより、損害
賠償事故が発生した場合などに幅

広く補償します。
　また、ボランティア団体などが主
催する行事参加中に参加者が事故
でケガをした場合（熱中症・食中
毒も対象）や、主催者が法律上の
賠償責任を負った場合を補償する、
ボランティア行事用保険もありま
す。ぜひご加入ください。

ボランティア
サロンのご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

※定員を超えた場合は抽選になることがあります。
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設置場所 担当者 電話番号 担当地区
特別養護老人ホーム
アメニティあさひ
特別養護老人ホーム
敬愛園
特別養護老人ホーム
サンヴェール尾張旭

住田 51-5222 東栄・旭丘 小学校区

＜地域相談窓口一覧表＞

鬼頭 53-9507 城山・白鳳 小学校区

海老原・川本 52-2992 旭・渋川・三郷・
本地原・瑞鳳 小学校区

健康都市尾張旭市の三本柱知るサポだより
シルバーサポート

～尾張旭市地域包括支援センター～ TEL 55-0654（直通）

No.20

地域包括支援センターは、
高齢者の総合相談窓口です

健康長寿スイッチ！ＯＮ！
～運動で筋肉を鍛えて
若々しく輝こう！～

自立支援会議（地域ケア会議）
を開催しました

お近くの地域相談窓口を
ご利用ください

　地域包括支援センターは、高齢
者の皆さんが住み慣れた地域で安
心して生活できるよう、主任介護支
援専門員、保健師、社会福祉士な
どの専門職がチームとなって総合的
に高齢者を支える機関です。
●健康・福祉・介護などの総合的
　な相談に応じます
　電話や窓口での相談のほか、職
員が訪問することも可能ですので、
お気軽にご連絡ください。
●介護予防をすすめます
　一般介護予防（すべての高齢者の
かた）、要支援・要介護になるおそれ
のあるかた、要支援１・２と認定された
かたへ、自立に向けた支援を行います。
●高齢者の権利を守ります
　高齢者虐待への対応、成年後見
制度などの利用支援、消費者被害
の防止などに取り組みます。
●認知症のかたや介護されている
　ご家族への支援を行います
　認知症カフェ、認知症サポーター
養成講座、認知症初期集中支援チー
ム、認知症家族介護支援など、さ
まざまな事業を行っています。

　春です！からだを動かすには、最
適な季節になりました。高齢期で
は、筋力を維持し、よく動くからだ
を保つために、ウォーキングなどに
加え、筋力トレーニングも重要です。
自分のペースで、ほんの少しの時
間でもいいので、運動することを
習慣にしましょう。
●運動するときのポイント
　運動するときは、次のことに注
意しましょう。
・持病のあるかたは医師に相談
・体調が悪いときはやめる
・呼吸を止めない
・無理をしない
・水分補給をする
・ゆっくりと動かす
・しっかりした椅子を安定する場所
　に置いて使う
●からだをよく動かしましょう
○毎日歩く
　有酸素運動が効果的。なかでも
安全で気軽にできるウォーキングが
おススメです。
○イベントなどに参加する
　地域のイベントに参加すること
で、仲間と楽しみながら運動量を

増やすことができます。
●筋トレを習慣にしましょう
　各筋トレは5～10 回、1日 2～3
セットを目安にしましょう。
○４分の１スクワット
（1）両足を肩幅に開き、上体をまっ
　　すぐ伸ばしたまま、ゆっくり４分
　　の１ほど膝を曲げ、腰を落とす。
（2）ゆっくりと膝を伸ばして元の位
　　置に戻る。膝がつま先より前
　　に出ないように注意する。
○片脚上げ
（1）椅子に座り、ゆっくりと片脚を
　　できるだけまっすぐ伸ばす。
（2）ゆっくりと元に戻す。
○つま先立ち
（1）椅子の背につかまり、ゆっくり
　　とかかとを上げつま先で立つ。
（2）ゆっくりとかかとを下ろす。
●しっかりと栄養を摂りましょう
　高齢期では栄養、特にたんぱく
質をしっかり摂らないと、運動をし
ても筋肉がつきません。運動の効
果をあげるためにも、１日３食しっ
かりと食べましょう。

スを利用するだけでなく、地域の
力も有効に活用しながら、本人の
「できるようになりたい」を大切に
本人の目指す生活が実現できるよ
うに支援する取り組みです。

　社会福祉協議会では、市内在住
の小学５・６年生を対象に、「ふくし」
について学ぶ福祉教育講座を開催
します。
　この講座は、子どもたちが体験
や参加者同士の話し合いを通じて
「支え合うこと、ともに生きること」

の大切さや人を思いやる優しい心
を育む機会になってほしいと願い開
催するものです。
　講座では、室内・屋外での車い
す体験、ふくしマップ作りを行いま
す。車いすユーザーの講師や、愛
知県立大学学生ボランティアの皆
さんと一緒に「ふくし」について考
えてみませんか。

　専門職の相互理解、質の向上に
も繋がり、会議を通して健康都市
尾張旭市の３本柱の実現（健康寿
命の延伸）を目指しています。
　今年度も奇数月に行います。

　自立支援会議は、介護度が比較
的軽いかたの自立を促進する支援
方法について検討しています。
　会議には各専門職（保健師、理
学療法士、ケアマネジャー、生活
支援コーディネーターなど）が集ま
り、事例をもとに介護保険サービ

　地域包括支援センターのほかに、
市内には地域の身近なところで相談
を受け、適切な支援につなぐ地域

相談窓口を、一覧表のとおり各社会
福祉法人が受託し設置しています。
　高齢者に関することは、お近くの
窓口に気軽にご相談ください。

1. 寝たきりにさせないまちづくり
2. 外にでかけたくなるまちづくり
3. 住み続けたくなるまちづくり

利用時間 午前９時～午後5時　※土・日曜日、祝・休日を除く　ＴＥＬ ５１-５５３５　 ＦＡＸ ５１-５５４３
尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内

ボランティアセンターからのお知らせ

１０人

やさしい点字教室
～絵本を点訳
してみませんか～

点訳グループ
あかね会

渋川福祉センター
ボランティア室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き ５月１３日（水）
午前１０時～正午

１０人

布おもちゃを作ろう
～手のひらサイズの
うさぎ人形～

ＴｏｙＴｏｙ

６月１１日（木）
午前１０時～正午

おやこ１０組

知ってほしいな、
耳のこと

～おやこで携帯
ミニボードづくり～

要約筆記
ＯＨＰひまわり

７月２２日（水）
午後１時３０分～3時

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

▲活動保険・行事用保険のパンフレット

と　　き
と こ ろ
内　　容
対　　象
申込方法 申込期限 6月22日（月）まで※ただし定員になり次第締切社会福祉協議会に電話または直接

市内在住の小学5・6年生 定　　員 参 加 費 無料先着20人
車いす体験、ふくしマップ作りを通して「ふくし」を学びます。

7月5日（日）午前9時～午後3時30分※昼食は持参してください。
保健福祉センター 4階シアタールーム

▲みんなでふくしマップ作り

ふくし探検隊～尾張旭市のやさしいところを探してみよう～参加者募集
あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

ボランティア保険のご案内

　ボランティアセンターでは、ボラ
ンティア活動に興味をお持ちのかた
や、すでに活動をしておられるかた
を対象に右表のとおり「ボランティ
アサロン」を毎月１回開催していま
す。
　ボランティアサロンに参加して、
楽しみながらボランティア活動に触
れてみませんか。
○申し込み及び問い合わせ先
　渋川ボランティアセンター

　ボランティア活動保険は、国内
におけるボランティア活動中にボラ
ンティア本人がケガをした場合（病
気は補償の対象外）や、他人に対
して損害を与えたことにより、損害
賠償事故が発生した場合などに幅

広く補償します。
　また、ボランティア団体などが主
催する行事参加中に参加者が事故
でケガをした場合（熱中症・食中
毒も対象）や、主催者が法律上の
賠償責任を負った場合を補償する、
ボランティア行事用保険もありま
す。ぜひご加入ください。

ボランティア
サロンのご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

※定員を超えた場合は抽選になることがあります。
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　社協では、香典返しの一部をご寄付いただいたかたに対し、礼状と
封筒の作成、宛名書きをいたします。詳しくは、お問い合わせください。

慶弔のお返しを福祉のまちづくりに

　新型コロナウイルスの感染
が国内で拡大している状況を
踏まえ、本会が開催を予定し
ていた２月末～３月末のイベン
トなどを中止・延期いたしまし
た。
　参加をお申し込みいただい
ていた皆様や、ご検討されて
いた皆様に大変ご迷惑をおか
けしましたこと、心よりお詫び
申し上げます。
　今後も状況によりイベント
などの開催の有無等を検討す
る場合がございますが、皆様
にはご理解とご協力をいただ
きますようお願いいたします。

新型コロナウイルスの
感染拡大に伴う
イベントなどの
中止・延期について

　社会福祉協議会では、誰もが住みよいまちを目指して、市民の皆さんにもさまざまな
場面でまちづくりに参画いただき、ともに地域福祉の推進に取り組んでいます。
　少子高齢社会が急速に進行している中で、子育て世代や高齢者世代などが抱える福
祉課題は数多くあります。また、災害対策への不安や備えなど、地域福祉に対する期待
や役割はますます高まっています。
　本会の会員制度は、地域福祉を市民の皆さんとともに支え合う仕組みの一つです。
ご協力いただきました会費は、本市の地域福祉推進事業への貴重な財源として有効に
活用させていただきます。私たちとともに“みんなで支え合うしあわせのまち　尾張旭”
のまちづくりを推進していきましょう。

年間を通じ、何口でも加入していただけます。
4月1日～翌年3月31日の年度単位となります。

　本会窓口（保健福祉センター１階）及び市役
所福祉課で、常時受け付けています。
　なお、前年度会員の皆さんには、６月から順
次、校区社協委員が訪問し、新年度会員の依
頼をさせていただく場合があります。その際に
は引き続きご協力をお願いいたします。

contents（主な項目）

●令和2年度社会福祉協議会会員募集
●令和元年度法人等会員の皆さん
●令和2年度社会福祉協議会資金収支予算
●ウェルフェアボウリングのご案内
●赤い羽根共同募金へのご協力に感謝
●あさひ支えあいサロン開設助成事業

●令和2年度あさひ生活応援サポーター養成講座
●知るサポだよりNo.20
●ボランティアセンターからのお知らせ
●令和2年度福祉のまちづくり推進助成のご案内
●寄付者一覧

▲会費を財源に実施する市内小学校での「児童・生徒の福祉実践教室」

令和２年度　会員募集

令
和
２
年
度 

社
会
福
祉
協
議
会

　  

会 

員 

募 

集 

‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

1,000円年 額

　「福祉に役立ててください」と、たくさんの善意が寄せられています。皆さ
んにご報告するとともに、厚くお礼申し上げます。寄付金及び寄付物品は、
ご意志に基づき有効に活用させていただきます。

善意のご寄付ありがとうございます

１２月１２日～3月9日　（順不同）

※物品の状態によっては受け取りできない場合がありますのでご了承ください。

■一般寄付

臼井　歌子　様　（庄中町）
玉田　公司　様　（北原山町）
武内　榮子　様　(南原山町)
老人園芸クラブ旭山草会　様　（旭ヶ丘町）
匿名（6件）

大島　須邁子　様　（緑町）
武内　榮子　様　（南原山町）
たいようの会　様　（瀬戸川町）
本地ヶ原校区社会福祉推進協議会　様　（緑町）
イトーヨーカドー尾張旭店　様　（南原山町）
森　喜美　様　（新居町）
株式会社中京銀行　様　（名古屋市）
匿名（5件）

20,000
12,939
12,000
5,000

129,500

紙オムツ14袋、尿とりパッド17袋
紙オムツ2袋、尿とりパッド2袋

ぞうきん50枚
車いす2台
雑貨46点
切手245枚
車いす5台

紙オムツ17袋、尿とりパッド9袋、賞状盆2枚、胸章18個

寄付者名/寄付金額（単位：円）

寄付者名/物品名
■物品寄付

●助成対象団体 市内で福祉的な活動を行う法人格を持たない非営利の団体
●対象事業実施期間 ７月１日(水)～翌年３月３１日(水)
●助成総額 ６０万円(１団体あたりの助成上限額８万円)
●申請方法 所定の「助成金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて本会まで提出してください。
 ※「助成金交付申請書」は本会の窓口でお渡しするほか、本会ホームページからもダウンロードできます。
●その他 助成対象外事業、助成対象外団体、助成対象外経費については、お問い合わせいただくか、本会 
 ホームページでご確認ください。
●問い合わせ先　　　　社会福祉協議会

令和２年度福祉のまちづくり推進助成のご案内
　本会では、市内で福祉活動を行う団体が実施する事業に助成を行います。
　地域の皆さんからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」を財源に、地域の中で
先駆的な活動、自主的な活動をしてみませんか。ご応募お待ちしています。

申請期限
●申請から助成決定までの流れ

第１次審査（書類選考）

第２次審査
（公開プレゼンテーション）

助成決定

５月22日(金)までに必着
提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
６月１３日(土)の午前１０時から保健福祉センターで公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
※１団体５分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
※当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　社会福祉協議会の広報紙「社協だより　尾張あさひ」に広告
を掲載してみませんか？
　令和２年度夏号（7月発行）に掲載の広告を募集します。
　募集期限は、５月１日（金）までです。
　広告の掲載は有料です。広告掲載に関する詳細につきまし
ては、下記までお問い合わせください。

「社協だより 
尾張あさひ」〔広告掲載のご案内〕

社会福祉協議会 TEL ５４-４５４０問い合わせ先

こんなとき、
こんなお金をぜひ、社会福祉協議会へご寄付を！！

○福祉のために役立てようと思ったとき
○会社や商店の開設、開店などの記念事業の一部
○お祝い事、香典の一部
○同窓会などの残金、各種チャリティーバザー

祝市制50周年

8 社協だより 令和2年度 春号（令和2年4月）

春号
令和２年度

（季刊）

令和2年4月

No.167 あさひ社協だより
尾張

社会福祉法人　尾張旭市社会福祉協議会　

社協だよりやその他の社協情報はホームページでもご覧になれます。

〒488-0074　尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内
ホームページ　http://www.owariasahishakyo.jp/

TEL　54-4540　FAX　51-1880
発 行

尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内 TEL 55-0654地域包括支援センター
渋川ボランティアセンター 尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内　ＴＥＬ ５１-５５３５　ＦＡＸ ５１-５５４３


