
令和4年度　会員募集
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”を目指して、福祉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
所福祉政策課で、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4年度社会福祉協議会会員募集
●令和3年度法人等会員の皆さん
●校区別アクションプランを策定しました！
●令和4年度社会福祉協議会資金収支予算
●赤い羽根共同募金へのご協力に感謝
●ボランティアセンターのお知らせ

●知るサポだより№28
●あさひ支え合いサロン開設助成事業
●令和4年度あさひ生活応援サポーター養成講座
●令和4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・生徒の福祉実験教室」
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令和3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名称を掲載させていただき、引き続きのご支援をお願いいたします。

令和
3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

令和3年度法人等会員の皆さん
（順不同・敬省略）

●市内の法人等
●旭ヶ丘町
・（有）新明ハウス
・喫茶夢乃舎
・企業組合ディスカバーY＆Y
・（株）三輝
・（有）コスモス
・石原石材（株）旭平和墓園支店
・ケアプランじんの
・三宅建設（株）
●旭前町
・旭サナック（株）
・旭精機工業（株）
・（有）竹亭
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・（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
・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
・（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）
●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
・せとかいどう花井クリニック
●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
●狩宿町
・（医）翔心会松井ハートクリニック
・光ケア（同）

●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
●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
・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
・フジ建材リース（株）
●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
●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
●瀬戸川町
・にったクリニック
・ガールスカウト愛知県第99団
●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
・みやび
・（有）シャトー若杉
・ステーツ三進
・和紙専門店ふた美
・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）瑞鳳自動車
・（株）高千代熱学社
・東濃信用金庫瑞鳳支店
●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
●緑町
・（有）池田電気
・緑ヶ丘薬局

・尾張旭年金者の会
●南栄町
・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
●市外の法人等
●瀬戸市
・ウィローふたば
・（株）瀬戸豊栄家電
・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
・（有）サカザキ
●名古屋市
・愛知皮革工業（株）
・東邦動力工業（株）
・日本ゼネラルフード（株）
・（同）HAYASHI
・（株）メディケア
・タック（株）
●春日井市
・（株）愛安住名古屋（営）
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▲校区懇談会の様子

令和4年度
社会福祉協議会 資金収支予算

令和4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 支　出
（単位：千円）総額276,700千円

校区別アクションプランは、市内9
つの小学校区を「地域」の基本単位と
し、各地域の現状を明らかにすると
ともに、市民のかたがたや各種団体
による地域福祉推進の方法を具体化
するもので、小学校区における行動
計画にあたります。本来であれば、令
和3年3月に策定した「尾張旭市地域
福祉計画（第4期地域福祉計画・第5

次地域福祉活動計画）」と合わせて策定する予定でしたが、新型コロナウ
イルス感染症の影響で、1年遅れの策定となりました。
令和3年10月から11月にかけて開催した校区懇談会では、地域の支え
あい・助けあい活動を推進するための具体的な取り組みや目標を定める
ために、各小学校区において校区社協を中心とした
住民の参加により、地域ごとに現状や目標を整理し
ました。そして、各校区が今後4年間で目指す方向性
を校区別アクションプランとしてまとめ、令和4年
3月に策定しました。
市民の皆さんもご自分の地区の計画をぜひご覧
いただき、より良い地域づくりに向けて「これなら
できる！」から始めませんか。
※計画の詳細については、社会福祉協議会にお尋ね
いただくか、ホームページでもご覧いただけます。
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校区別アクションプランを
策定しました！

（令和4～7年度）

会費収入  3,800
寄附金収入  3,470
経常経費補助金収入  75,072
 市補助金 70,995
 共同募金配分金 4,027
 県社協補助金 50
受託金収入  111,379
 市受託金 103,385
 その他 7,994
貸付事業収入  649
事業収入  707
負担金収入  165
介護保険事業収入  50,230
受取利息配当金収入  487
その他の収入  100
基金・積立金取崩収入  6,000
内部資金取引による収入  18,351
前期末支払資金残高  6,290
収入計  276,700

社会福祉事業  
 法人運営事業 90,050
 企画広報事業 2,120
 福祉のまちづくり事業 5,590
 車いす貸出事業 690
 ボランティアセンター事業 6,930
 共同募金配分金事業 6,140
 資金貸付事業 7,670
 脳の健康教室運営事業 780
 紙おむつ給付事業 1,050
 日常生活自立支援事業 730

 生活支援　　　　　　
コーディネーター事業

 8,800

公益事業 
 居宅介護支援事業 32,000

 地域包括支援センター
事業　　　　　　　  114,150

支出計 276,700
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赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！
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、新型コロナウイルス感染症の影響により街頭募金
の実施方法が制限される中、活動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」などを
使途として大切に活用させていただきます。

▶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
▶尾張旭市交通少年団
▶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

【一般募金】
▶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
▶尾張旭市シニアクラブ連合会
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭
支店
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶（株）旭衛生社
▶旭サナック（株）
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶（有）新居の里
▶（有）池田電気
▶（株）池垣化学工業所
▶（株）エコペーパーJP
▶（株）尾野ヂーゼル
▶大川産業（株）
▶小野会計事務所小野勇
▶（株）萱場倉庫
▶（株）協和工務店

▶（有）玉鵬
▶グリーンシティケーブルテレビ（株）
▶（有）黒川新聞店
▶（福）敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶（学）若宮学園しらぎく幼稚園
▶ステーツ三進
▶セイコー産業（有）
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶（株）瀬戸豊栄家電
▶（有）新洋
▶NPO法人地域生活支援ネットワ
ークケアーサポート
▶（株）祖父江造園
▶（株）高千代熱学社
▶（株）タチ基ホーム
▶（有）田中工業所
▶チェッカーオート
▶（株）中京スポーツ施設
▶（有）坪井化成
▶トヨタL＆F中部（株）
▶（株）東名設備
▶東設電気（株）
▶（株）なごみや
▶（医）本地ヶ原クリニック
▶ようら本店
▶トーエー不動産（株）
▶日本ゼネラルフード（株）
▶行政書士松尾匡史事務所
▶森石油（株）
▶（福）蒲生会大和荘
▶ラビット尾張旭駅北店
▶有志の皆さん
【歳末たすけあい募金】
▶旭フォークダンス同好会
▶日本赤十字社尾張旭市地区奉仕
団
▶尾張旭市商工会
▶西浦会
▶アテンド司法書士事務所若杉拓

▶（株）旭衛生社
▶旭サナック（株）
▶（有）新居の里
▶（有）アネストハート
▶（株）池垣化学工業所
▶（有）イッツ・スタイル
▶うの接骨院
▶（株）エコペーパーJP
▶小野会計事務所小野勇
▶（有）オフィス・シーズ・ケイ
▶おやつの店ジャンプ
▶（株）萱場倉庫
▶（株）協和工務店
▶（有）玉鵬
▶（福）敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶（学）若宮学園しらぎく幼稚園
▶（株）瀬戸豊栄家電
▶セイコー産業（有）
▶（株）祖父江造園
▶（株）タチ基ホーム
▶（有）田中工業所
▶（株）高千代熱学社
▶（株）中京スポーツ施設
▶チェッカーオート
▶津村鉄工（株）
▶トーエー不動産（株）
▶（株）東名設備
▶トヨタL＆F中部（株）
▶東設電気（株）
▶（株）なごみや
▶日本ゼネラルフード（株）
▶森石油（株）
▶森下工業（株）
▶（福）蒲生会大和荘
▶（福）蒲生会大和ホーム
▶ゆで作
▶（株）れごらす
▶ラビット尾張旭駅北店
▶有志の皆さん

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

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)
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5月26日（木）、6月2日（木）、9日（木）　いずれも午後1時30分～3時30分

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

<5月・6月・7月のボランティアサロン>

▲みんなでふくしマップ作りの様子

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～

ガイドヘルプボランティア養成講座を開催します

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
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

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

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、子どもたちが屋外施
設などでの車いす体験や参加者同
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。
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」について学び、尾
張旭市が住みよいまちになるには
どんな工夫があるのかを考えてみ
ませんか。

視覚障がいによって外出が困難
なかたが安心・安全に外出できるよ
うにサポートするガイドヘルプボ
ランティアを養成します。
講座では、実際に視覚障がいのか
たなどを講師に迎え、ガイドヘルプ

についての講義や外に出てアイマ
スクを装着しながらガイドヘルプ
の体験を行います。
ぜひ、この機会にガイドヘルプの
ボランティア活動をはじめてみま
せんか。

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、すでに活動をされているかた
を対象に「ボランティアサロン」を
右表のとおり毎月1回開催してい
ます。この機会にぜひボランティア
活動に触れてみませんか。なお、定
員を超えた場合は抽選になります
のでご了承ください。
○申し込み及び問い合わせ先
渋川ボランティアセンター

▲屋外でのガイドヘルプ体験の様子

先着10人 無料

社会福祉協議会に電話または直接

渋川福祉センター　会議室、城山公園

まちに出てガイドヘルプを体験してみよう！
いっしょに行きたい！プランを立てよう
「視覚障がい、ガイドヘルプについて」講義

（福）ゆたか福祉会　ライフサポートゆたか所長　今治　信一郎　氏・福祉実践教室講師　北原　祥爾　氏
先着20人 無料

ワークショップ
演習

第1回

第2回

第3回

と　き 5月25日（水）
午後1時30分～3時

6月20日（月）
午前10時～11時30分

7月25日（月）
午後1時～3時

ところ 渋川福祉センター
会議室

渋川福祉センター
ボランティア室

渋川福祉センター
和室

内　容 ラベンダー
スティック作り

おやこで
フラダンス

講　師 篠田すみ子　氏 フラダンスグループ
ハイビスカス

要約筆記OHP
ひまわり

アプリで
聞こえのサポート
～UDトークを体験しよう～

定　員 10人 10人 おやこ15組

参加費 無料 300円 無料
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『災害時に活かせるケアマネジメント』
研修会を開催しました

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.28

あさひ介護者のつどい

カフェ「かたろ～な」通信

あさひ介護者のつどいは、介護
しているかたの仲間づくり、情報
交換、介護者のリフレッシュのた
めに年に数回、各種教室や座談会
を行います。昨年度のしめ縄作り
教室の参加者からは「とても楽し
かった。」「作品も満足に出来た。」
などの感想をいただいています。
今年度は次の日程で全4回の開
催を予定しています。詳細と申し
込み方法は各回ごとに「広報あさ
ひ」でお知らせしますのでご確認
ください。
《令和4年度の予定》
①6月　整膚教室
講師：渡辺久子氏　
②9月　健康体操教室～ストレ
ッチバンド運動～
講師：奥村尚之氏
③12月　クリスマスリース作
り教室
講師：森井和美氏
④令和5年3月　座談会・健康チ
ェック
※日程や内容等を変更する場合
がありますので、予めご了承
ください。
〇問い合わせ先
地域包括支援センター

《三郷ふぁんふぁんの会場が変更
になりました》
令和4年1月から、三郷ふぁんふ
ぁんの会場が「ことぶきの湯」から

「東部市民センター」に変更になり
ました。
認知症のかたやそのご家族、地
域にお住まいのかたなど、どなた
でもお越しいただける場になって
います。今後も認知症について気
軽に相談でき、認知症になっても
安心して生活することができるま
ちづくりの拠点となることを目指
して活動をしていきます。
・場所
東部市民センター　2Fふれあ
いルーム
・日時
毎月第3金曜日　午前10時～正午
・参加費
ドリンク110円から

《かたろ～なで「人生会議」してみ
ました》
11月30日の「いい看取りの日」
にあやかって、ACP（人生会議）に
関するミニ講座を開催しました。
講師の介護体験談やゲームを通
じて、参加者の皆さんが「どのよう
にケアして欲しいか」「誰にそばに
いて欲しいか」「自分にとって何が
大事か」という思いを確認し、友人
や家族に伝え、理解してもらうき
っかけづくりの場となりました。
〇問い合わせ先
地域包括支援センター

11月22日、介護支援専門員を対
象に、地域包括支援センター主催

研修を開催しました。
講義①は、「災害時における災害
弱者の安全を守るために」をテー
マとして、愛知県立大学看護学部
教授　清水信明氏よりご講義をい
ただきました。
「不意打ちに来るトラフ地震は
揺れが長く続き、5分以上揺れる可
能性もある。」「助けは来ない、行け
ない。」「生き延びるためには籠城
することも必要。」「備蓄は特別な
ものではなく、普段の買い置きを
少し多めに。」など、貴重なお話を
聞くことができました。
災害時に何が起こるのかをカー
ドに書き出し、実情に合わせて個
別の災害対応システムを作ること
も学びました。
講義②は、尾張旭市役所危機管
理課主査　山下徳仁氏より尾張旭
市の防災の取り組みの現状と、高
齢者が日ごろからできる災害対策
について、市内に全戸配布されて
いる防災ガイドブックを見ながら
ご講義をいただき、尾張旭市の現
状がよくわかりました。
講義③では、あすわひのきケア
プランセンター　主任介護支援専
門員　下鶴紀之氏より、講義②の
理解を深め実践するために、まと
めの講義をしていただきました。
参加者からは、「とてもよかった、
理解できた。」と高評価でした。
日ごろから「災害が発生した時
にどのように対応するのか、事前
に対策できることは何か」を考え
ておくことが大切だとあらためて
思いました。▲昨年度のしめ縄作り教室の様子

▲みんなでお待ちしています
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本会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとをお手伝い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。どなたでも受講できますので、ぜひご参加ください。なお、生活応援サポーターの登録は
任意です。

 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！
令和4年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内
 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！
令和4年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

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。
【助成対象活動】市内で行う、次の要件のすべてを満たすサロン活動の立ち上げに対し、開設資金を助成します。
①実施回数：原則として、月1回以上 ②活動内容：参加者の実情などに応じた多様な活動
③参加者数：概ね5人以上 ④会　　場：公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
⑤参加対象者：活動地域に在住し、交流や見守りが必要と思われる高齢者やその介護家族など
【助成金額】1か所につき、上限5万円

【陽気会　月曜サロン】
令和3年8月に本事業を活用していただきました。

①北原山北集会所
②毎月1回月曜日　午後1時30分～3時30分
③無料
④体操、ウォーキング、レクリエーションなど
⑤地域の皆さんと一緒に体操やウォーキング、レ
クリエーションを楽しみながら親睦を図ること
を目的に開催しています。皆さんぜひご参加く
ださい。

【申し込み及び問い合わせ先】　生活支援コーディネーター業務担当（森島・鶴見・吉川）　TEL 55－7071

6月3日（金）～
9月29日（木）

9月30日（金）～
1月26日（木）

4月1日（金）～
6月2日（木）

10月20日（木）6月23日（木）
3
日
目

10月13日（木）6月16日（木）
2
日
目

1
日
目内

容
及
び
開
催
日
な
ど

第16回 第17回第15回開　催　回

10月  6日（木）

2月16日（木）

2月  9日（木）

2月  2日（木）6月  9日（木）

サロン活動紹介⑨
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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。
●申請から助成決定までの流れ

●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（金）～翌年3月31日（金）
●助成総額 40万円（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

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

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

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限りの対策を
講じながら各種事業を行いますが、今後の状況の変化によっては内容を
変更する場合や、開催を延期または中止する場合がありますので予めご
承知おきください。
※記載の内容は記事編集時点でのものです。最新の情報は、本会ホーム
ペ―ジをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う
社会福祉協議会（関係団体含む）の事業について

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4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13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。

※広告の1枠の大きさは、縦6㎝、
横8．5㎝です。
ただし、2枠、4枠分の大きさで
掲載することもできます。

「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

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

善意のご寄付ありがとうございます

令和4年度福祉のまちづくり推進助成のご案内

「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。

12月6日～3月7日　（順不同）
■一般寄付

■物品寄付

※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。
　

匿名（13件） 729,411
愛知県労働者福祉協議会尾張東支部　様 100,000

寄付者名/寄付金額（単位：円）

匿名（9件）

白鳳校区社会福祉推進協議会　様 車いす2台
本地ヶ原校区社会福祉推進協議会　様 車いす1台

旭校区社会福祉推進協議会　様 車いす4台
寄付者名/物品名

紙オムツ32袋
尿とりパッド19袋

車いす2台

申請期限 5月27日（金）までに必着
第1次審査（書類選考） 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。

第2次審査
（公開プレゼンテーション）

6月18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。

助成決定 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。

雑貨13点イトーヨーカドー尾張旭店　様
車いす3台三郷校区社会福祉推進協議会　様

車いす1台
紙おむつ6袋

尿とりパッド1袋
近藤　新二　様（新居町）
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