
5 2014（平成26年）6月　いちのみやの社会福祉

※予定が変更となる場合もありますので、
　あらかじめご了承ください年間行事予定表年間行事予定表
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月11
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８日 障害者とボランティアのふれあいバスツアー …………………… 浜名湖花博
１３日～ 傾聴ボランティア養成講座（全３回）……………………………… 大和事務所
２９日～ 福祉七夕笹設置 ………………………………… 尾西庁舎・本部・大和事務所

２日～ 手話スタート編（全１０回） ………………………………………… 木曽川支部
６日 障害者スポーツ大会 …………………………………………… 木曽川体育館
8日 ふれあい・いきいきサロンリーダー交流会 ……………………… 大和事務所
２３日～ 夏休みこども手話教室（全５回）…………………………………… 木曽川支部
２４日～ 青少年福祉体験学習 …………………………………………… 市内福祉施設
２７日～ 防災ボランティアコーディネーター養成講座（全２回）…………… 大和事務所
２８日 盲導犬総合訓練センター見学会（第１回）…………………… 中部盲導犬協会

２２日～２４日 こどもボランティアスクール ………………………………… 岩手県大船渡市
２６日 盲導犬総合訓練センター見学会（第２回）…………………… 中部盲導犬協会
３１日 災害ボランティアセンター立上げ訓練（総合防災訓練内）…… 九品地競技場
下旬～ 要約筆記ボランティア講習会（全１０回） …………………………… 尾西支部
下旬～ 視覚障害者パソコン教室（全５回）……………………………… 受講者宅など
下旬～ 話し方教室 ………………………………………………………………… 本部

27・28日 全国ボランティアフェスティバルぎふ ………………………… 長良川国際ホテルほか
 
１８・１９日 第２６回みんなと一緒に福祉とボランティア活動展 …… 一宮スポーツ文化センター
２１日 愛知県社会福祉大会 …………………………………………… 愛知県体育館
 数え１００歳以上高齢者訪問 ………………………………………… 市内各地
下旬 手話スタート編（全１０回） …………………………………………… 尾西支部

１７日 ”地域福祉を考える”シンポジウム…………………… 尾西生涯学習センター
 ふれあい・いきいきサロンリーダー養成講座 …………………… 大和事務所
 高齢者疑似体験インストラクター養成講座 ……………………… 大和事務所

７日 西尾張ブロックボランティアフェスティバル…………………………… 飛島村
中旬 障害児者クリスマス訪問 ………………………………… 市内障害福祉施設
 ひとり暮らし高齢者歳末訪問………………………………………… 市内全域

下旬 福祉レクリエーション講座 ………………………………………… 大和事務所

８日 障害者とボランティアのふれあいボウリング大会 ………アソビックスびさい
上旬 福祉善行児童・生徒表彰式…………………………… 尾西生涯学習センター
上旬 ボランティア交流会 ……………………………………… 尾張一宮駅前ビル
下旬 一から始めるボランティア講座 …………………………………… 大和事務所

上旬 視覚障害者ガイドヘルプ講習会 ………………………………………… 本部
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お知らせ

尾西庁舎改修工事に併せ、社会福祉協議会尾西
支部も平成２６年７月～９月末頃にかけて改修工事を
行います。

来庁される皆様にはご迷惑をおかけいたします
が、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、平成２６年１０月には、尾西支部内に介護事
業課の移転も予定しております。

一宮市社会福祉協議会では、これまで車椅子使
用者の外出・外泊を支援するため、福祉車輌の貸
出事業を行ってまいりましたが、車輌の老朽化等
に伴い平成２６年９月３０日をもちまして事業を廃止

（すべての貸出用福祉車輌対象） することになり
ました。ご迷惑をおかけ致しますがよろしくお願い
致します。

長らくの間、たくさんの皆様にご利用いただきま
して、誠にありがとうございました。

市民の方々の悩みごと・困りごとの相談窓口と
して、心配ごと相談所を開設してまいりましたが、
専門相談窓口の充実など当初の目的を達成したこ
とから、平成２５年度をもちまして終了いたしまし
た。

窓口のわからないご相談などありましたら、社
会福祉協議会へお問い合わせください。

ボランティアセンター事業の改編に伴い、大和事
務所における、ボランティア相談やボランティア保
険手続などの受付業務を、平成 26 年 9 月 30 日を
もちまして終了いたします。

それらの業務は、社会福祉協議会本部・支部に
て引き継ぎますので、ご迷惑をおかけしますが、
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、大和事務所における、活動スペースの提
供等は引き続き行ってまいります。

外出用福祉車輌貸出事業
廃止のお知らせ

大和事務所における ボランティアセンター
機能一部改編のお知らせ

心配ごと相談事業終了のご報告尾西支部改修工事のお知らせ

体験教室開催中！
車椅子教室 高齢者疑似体験教室

日時 毎月第３水曜日（祝日の場合は翌日） 
午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分

毎月第３木曜日（祝日の場合は翌日） 
午後 1 時 30 分～午後 2 時 30 分

場所 社会福祉協議会　本部（一宮市栄３丁目１番２号 尾張一宮駅前ビル４階）

内容
実際に車椅子に乗る体験や車椅子の操作方
法・押し方のコツなどを説明します。

高齢者疑似体験セットを装着し、８０歳程度の
お年寄りの身体の状態を体験することができ
ます。

受講希望の方は、上記日時に尾張一宮駅前ビル４階の社会福祉協議会へお越しください。
（事前に予約いただいても構いません　℡８５－７０２４）

　社会福祉協議会は、地域の皆さんの福祉向上を目指し、安心して暮らせる豊かな福祉社会の実現に向けて、
各種事業を推進してまいります。

●ふれあいのまちづくり推進事業

●居宅介護支援事業

●日常生活自立支援事業

●基金運営事業

●居宅介護等事業

●相談支援事業

●市受託事業

●共同募金配分金事業 ●資金貸付事業

●調査・研究事業

●委員会事業

●法人運営事業

●企画・広報事業

●ボランティアセンター活動事業

社会福祉協議会の事業紹介


	02805
	02804



