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知らないうちに家族(利用者)がいなくなってしまった!!
付近を探したけれど、見つからない…警察へ捜索願いを出したら
協力事業所又は一宮市障害者基幹相談支援センターに連絡を!


「捜索用シート」が届いたら、店内等に掲示して、スタッフやお客様に 
情報を伝える。
こころあたりの情報があれば、記載されている連絡先に電話をします。


誰もが安心して地域で暮らすために…
身近に障害のある方はいますか？「障害のある人」ってどんな人でしょうか…？車いすに乗っている人、目が見えな
くて杖をついている人…そんなイメージをもたれる方も多いかもしれません。でも、実際は車いすや杖を使ってい
る方だけが「障害のある人」ではありません。一見、何も変わりのないような方でも…少し様子を見ていると…「あ
れ、少しふつうと違うかも…」と感じられた経験はありませんか。独り言をブツブツ言っていたり、手をいつまでもひ
らひらさせていたりして不自然な…もしかしたら、そういう人の中に「障害のある人」がいるかもしれません。
現在、一宮市ではたくさんの障害のある方が地域で生活されています。ですから、何
らかの理由で、困った事に巻き込まれたり、迷子になってしまった時に、ふらりと地域の
お店に立ち寄ることがあるかもしれません。
障害があっても、安心して暮らせる地域は、お年寄りや小さな子供さんにとっても、
やさしく、暮らしやすい地域になるはずです。
そんなステキな地域づくりのためにも…
「見つける」ネットワークへのご理解とご協力をお願いします。


一宮市障害者自立支援協議会では、この「見つける」ネットワークに賛同、協力して
いただける地域のお店や団体、事業所などを大募集中です。
☞詳しくは「一宮市障害者基幹相談支援センター」まで！
思いやり会館3階(桜1-12-1)　℡ 26-2230(月～金9:00～17:00)　Fax 26-2231


行方不明者が見つかったら、協力を依頼した
店舗と協力事業所（または障害者基幹相談
支援センター）に連絡をします。すぐに迎え
に行きましょう!!


『見つけるネットワーク協力店
舗一覧』の管理を行い、最新版
の情報を市内各事業所に提供
します。


「捜索用シート」を作成し、『見つけるネ
ットワーク協力店舗一覧』を利用して、
協力店舗等にＦＡＸ(又はメール)を送信
します。


障害者相談支援センターだより


一宮市「見つける」ネットワーク


「見つける」
ネットワークの
しくみ


ご家族、グループホームの世話人


協力店舗（コンビニ等）・関係者


事業所・家族など各店舗・事業所など


障害者基幹相談支援センター 協力事業所・関係施設職員


一宮市障害者自立支援協議会


　一宮市「見つける」ネットワークは、地域で暮らす障害者が行方不明になった際に、「コンビニエ
ンスストア」をはじめとした協力店舗等に捜索依頼を行い、救護が必要な方や、地域生活に支障をき
たしている方を早期発見、通報、保護する事を目的とした、緊急時の捜索ネットワークです。


平成26年7月～


協力依頼


連携


連絡


連絡


FAX・メール送信


求む！
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Ｑ．しあわせをはこぶなえやさんとは？
　10年程前から始まった活動で、児童（1・2年生）がみんなで
野菜や花の苗を育て、自分たちで販売し、その売上を寄付するこ
とで福祉に役立ててほしいという内容です。みんなが幸せになれ
ればという気持ちで行っています。


Ｑ．育てていてたいへんだったことはありますか？
・毎日の水やりを忘れてしまうことがありました。授業で育ててい
るミニトマトにも水をあげることになっていて、一緒にやらなくて
はいけなかったので、20分放課にやるのを忘れてしまわないよう
に気を付けました。
・種をまいた後、ハトに種を食べられてしまった（土を掘りかえされた）ので、2回目は、布をか
けて食べられないようにする工夫をしました。


Ｑ．心に残ったことは？
・野菜を48個、花を48個合計 96個育てて、売りました。
ゴールドラッシュ（トウモロコシ）、アカチリメンシソ、オク
ラ、モロヘイヤ、サルビアなどたくさんの種類を覚えるこ
とができたので良かったです。
・お母さんや、お友達のお母さんも、たくさん買ってくれて
うれしかったです。買ってもらった苗は、家で大切に育て
ていて、何の苗かわからなくなってしまったのもあるけど、
大きく育ったらわかると思うので楽しみです。


まちかど情報局まちかど情報局
しあわせをはこぶ
なえやさん
（開明小学校）


平成２6年4月１日～平成２6年7月31日現在　　　　　　　（敬称略・50音順）


合計　4,018,128円


善意のご寄付ありがとうございました
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 開明小学校１・２年生
一宮ひまわりダンスクラブ 木全 静子
一宮北部少年野球クラブ ２１世紀女性の会
エス・ビー建材株式会社 村上 弘
大島 弘 匿名１０件


　今回は開明小学校で毎年行われている「しあわせをはこぶなえやさん」からお話を伺いました。
（児童 3名教員 3名）


　今回は2年生の児童に話を伺いましたが、1年生のころより成長できたという内容を、児童か
らも先生からも聞くことができました。2回目だからよくわかっているということもあるかと思いま
すが、自分より下の学年に教えながら作業をするということが、児童の成長に大きくつながってい
るのだと思います。
　この素晴らしい活動をこれからも続けていただきたいです。
　最後に、この活動に関わってくださったすべての皆様、また取材のために休み時間をさいてくだ
さった児童のみなさん、本当にありがとうございました。


苗の販売の様子


インタビューの様子
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ふれあいいきいきサロンリーダー養成研修会
時　　間 １１月２１日～１２月１９日の毎週金曜日


午前１０時～正午（全４回）※ １２月１２日を除く
会　　場 一宮市社会福祉協議会　大和事務所　会議室


対　　象 市内在住在勤の方で本研修受講後
サロンリーダーとして活動できる方


定　　員 ３０名（先着順）
受 講 料 無料


申し込み １０月６日（月）午前９時から本部へ電話
（℡ ８５－７０２４）


時　　間 １１月１４日・２１日の金曜日
午後１時３０分～３時３０分（全２回）


会　　場 一宮市社会福祉協議会　大和事務所　会議室


対　　象 福祉教育に興味があり、講座修了後に
小・中学校等でインストラクターとして活動できる方


定　　員 1 ０名（先着順）
受 講 料 無料


申し込み １０月６日（月）午前９時から木曽川支部へ電話
（℡ ８７－２０００）


　この被害予測を見て、皆さんはどう思われます
か？各家庭でも減災対策に取り組むことで、被害
は必ず減らせます。今やれることから順に取りか
かりましょう！
　また、県内の沿岸部等では、一宮市を超える被
害が予測されています。減災への取り組みを通じ
て、復旧・復興に向けての支援者側になれるとい
う意識も持っていただけると幸いです。


防災プチ情報


高齢者疑似体験インストラクター養成講座


～愛知県が南海トラフ地震被害想定を公表～


愛知県全体 一宮市


全壊・ 
焼失棟数 約94,000棟 約2,800棟


死者数 約6,400人 わずか


愛知県全体 一宮市


全壊・
焼失棟数 約382,000棟 約7,100棟


死者数 約29,000人 約100人


【過去地震最大モデルによる被害予測】【理論上最大想定モデルによる被害予測】
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『減災館』見学してきました
８月３０日（土）に、平成２６年度防災
ボランティアコーディネーター養成講座
の一環で、名古屋大学東山キャンパス内
に今年完成した、“体感・体験による市
民に開かれた学びの場”『減災館』に、
講座受講者、市内防災ボランティア関係
者、社協職員で見学に行ってきました。
大学の先生によるギャラリートークや、


みて、さわって学べる展示の数々で、あ
らためて減災に対する意識を高める機会
となりました。


☆表紙写真紹介☆
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親子


ふれあいクッキン
グ


ふれあいクッキン
グ


　秋の夜長、子ども達と一緒に、ご家庭でハロウィンを楽しんで
みてはいかがですか？今回は、普段の食事にひと手間かけたり、
市販のお菓子を使った簡単メニューを紹介します。お子さんと、
思い思いのおばけを作ってみてください。


ラップにご飯をのせ、おばけの形に整
える。人差し指をひっかけると、おば
けのしっぽ（？）ができるよ。やけど
に気を付けて。  


のりを、目や口の形に切る。
チーズに切り抜いたのりを貼って、針
などで、縁取って切取る。（帽子のみ）
星や、まる型が無い場合も、針で切り
抜けるよ。  
  
かにかまぼこの赤い部分を、１本取り、
マヨネーズをのり代わりにして帽子に
付ける。
頬は、ケチャップで付ける。


かぼちゃは、皮とワタを取り除き、適当
な大きさに切り、ビニール袋に入れて、
レンジで４～ 5 分柔らかくなるまでチン
する。
粗熱が取れたら、材料をすべて入れ、ビ
ニール袋の中で混ぜる。子どもでも簡単
で、洗い物も減るよ。


まずは、画用紙で型を作って。持つとこ
ろも忘れないでね。
型紙をあて、粉砂糖をふるのは、親子の
共同作業で…。　そっと型をはずしてね。


≪おばけカレー≫


ご家庭のカレー 適量
ごはん 適量
のり 適量
スライスチーズ 適量
かにかまぼこ 適量
マヨネーズ 少々
ケチャップ 少々


≪かぼちゃサラダ≫ 
（作りやすい分量）
かぼちゃ １/４個
レーズン 大さじ１
クリームチーズ 大さじ１
マヨネーズ 大さじ２
ヨーグルト 大さじ１
はちみつ 大さじ１
塩コショウ 少々


≪おばけチョコパイ≫  
 
市販のチョコパイ又は、
マドレーヌ等 人数分
粉砂糖 適量
画用紙
あれば生クリーム・果物 
  


材　料材　料


作り方ポイント作り方ポイント
おばけカレーおばけカレー かぼちゃサラダかぼちゃサラダ


おばけチョコパイおばけチョコパイ
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支　出 （単位：円）


収　入 （単位：円）


収 入


支 出


介護保険等
38.2%


介護保険等
38.2%


補助金
20.0%会費 6.3%


居宅介護等
事業 46.2%


共同募金
配分金 3.8%


受託金 3.6%


寄付金 0.5%


経理区分間
繰入金 4.1%


貸付事業償還金 0.4%


繰越金 17.9%
その他 5.2%


居宅介護
支援事業 7.8%


法人運営事業
24.3%


ふれあいのまちづくり
推進事業 8.4%


共同募金
配分金事業 6.2%


資金貸付事業 1.1%
地域福祉サービス
センター事業 1.2%
ボランティアセンター
活動事業 1.6%
基金運営事業 1.7%


日常生活自立
支援事業 1.0%
県社協・一宮市
受託事業 0.5%


介 護 保 険 等 326,156,967 


補 助 金 171,061,313 


会 費 53,937,370 


経 理 区 分 間 繰 入 金 34,884,946 


共 同 募 金 配 分 金 32,173,599 


受 託 金 30,279,132 


寄 付 金 4,030,360 


貸 付 事 業 償 還 金 3,531,000 


そ の 他 43,988,941 


繰 越 金 152,647,898 


　 合 計 　 852,691,526 


居 宅 介 護 等 事 業 305,061,642 


法 人 運 営 事 業 159,479,766 


ふれあいのまちづくり推進事業 55,676,025 


居 宅 介 護 支 援 事 業 51,211,003 


共 同 募 金 配 分 金 事 業 41,149,356 


基 金 運 営 事 業 10,833,772 


ボランティアセンター活動事業 10,777,910 


地域福祉サービスセンター事業 8,092,728 


資 金 貸 付 事 業 7,502,677 


日常生活自立支援事業 6,632,812 


県社協・一宮市受託事業 3,420,192 


　 合 計 　 659,837,883 


収入決算額　８５２,６９１,５２６円


支出決算額　６５９,８３７,８８３円


　一宮市社会福祉協議会では、去る５月２９日（木）に理事会・評議員会を開催し、平成２５年度事
業報告及び決算について認定、承認を受けました。
　地域福祉の推進と在宅福祉サービスの充実を基本方針として実施することができました。ここ
に市民の皆様、関係各位のご協力に対し厚くお礼申し上げるとともに、決算報告をいたします。
　なお、詳細につきましては本部事務所、またはホームページで閲覧できます。


平成 25 年度
一宮市社会福祉協議会 一般会計決算報告
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平成２５年度 主な事業報告


 ふれあいのまちづくり推進事業
○会員会費等を財源として、支会組織の充実強化並びに地域福祉活動を推進しました。


 ボランティアセンター活動事業
○地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と必要な連絡調整を


密にし、社会福祉の増進を図るため、ボランティアセンター事業を推進しました。
　　・登録者数　　345団体（11,537名）  個人 595名
　　・市民啓発事業として、福祉フェスティバル「みんなと一緒に“福祉とボランティア活動展”」


を開催しました。延べ3,900名参加。


 共同募金配分金事業


 居宅介護等事業


 居宅介護支援事業


 福祉サービス利用援助事業


 地域福祉サービスセンター事業


 基金運営事業


○


○
○
○
○
○
○


老 人 福 祉 活 動 事 業


障害児・者福祉活動事業
児童・青少年福祉活動事業
母子・父子福祉活動事業
福祉育成・援助活動事業
ボランティア活動育成事業
歳末たすけあい配分金事業


数え100 歳以上の高齢者へ長寿祝金の贈呈や、敬老会等の行事の実施、
助成をしました。
各障害児・者団体の行事等に協力し、助成をしました。
福祉実践教室の開催、児童・青少年福祉活動に協力し、助成をしました。
母子育成事業等に協力し、助成をしました。
低所得者階層への援助及び広報紙を発行し、市民福祉啓発に努めました。
ボランティアの地区活動推進及び登録ボランティアグループに助成をしました。
ひとり暮らし老人へ慰問を行い激励しました。   


○訪問介護員が介護保険法及び障害者総合支援法に基づく、居宅介護サービスの提供及び一宮市から受託した 
　介護等事業を実施しました。
　・サービス提供回数（延べ回数）
 指定訪問介護事業 ( 介護保険事業 ) 46,062 回
 指定居宅介護事業 ( 障害福祉サービス事業 ) 25,746 回
 移動支援事業 1,536 回
 障害者相談支援事業 5,386 回
 軽度生活援助事業 894 回
 育児支援家庭訪問事業 293 回
 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 209 回


○介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。
　・居宅介護支援件数　（延べ件数）
　　　　介護認定調査　　　　　　　　278 件　　ケアプラン作成　　　　　　2,977 件
　　　　介護予防ケアプラン作成　　1,218 件


○自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等
が地域で自立した生活が送れるように福祉サービスの利用援助を行いました。


○在宅の要援護者及びその家族等を対象に、福祉に関する相談に応じ、適切な福祉サービスが提供さ
れるよう総合的な連絡、調整を行い援助しました。


○基金の造成に努め、その利息及び寄付金にて、ひとり暮らし老人とのふれあい事業に協力し助成しました。





		02903

		02902
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介護職員初任者研修
受講者募集


会　場� 愛知きわみ看護短期大学
� （一宮市常願通５丁目４番１）
受講料� ５８，０００円（テキスト代込）
定　員� ３０名（定員になり次第締め切り）
募集期間� 9 月２５日〜 10月３1日
申込先� 株式会社デーエス
� 電話（℡２４－４８７３）による申込
主　催� 株式会社デーエス
協　力� 一宮市社会福祉協議会
問合せ� ℡２４－４８７３
ホームページ
http://www.ds-care.co.jp/service/helper.html


日程（全日程に出席できること）


＊ホームヘルパー２級研修相当


資格を取得しましょう！


月 日
11 8㈯、9㈰、22㈯、２9㈯、30㈰
12 20㈯、21㈰
1 10㈯、17㈯、18㈰、２5㈰
2 8㈰、１4㈯、22㈰、２8㈯
3 7㈯、15㈰、２1㈯、２９㈰
4 4㈯、11㈯、12㈰、18㈯、25㈯


相談室4相談室4


相談室3相談室3


相談室2相談室2


相談室1相談室1


総務課
尾西支部グループ
総務課
尾西支部グループ


いちのみや
居宅介護支援事業所
いちのみや
居宅介護支援事業所


いちのみや
指定訪問介護事業所
いちのみや
指定訪問介護事業所


いちのみや
指定相談
支援事業所


いちのみや
指定相談
支援事業所


ボランティア室ボランティア室


会議室会議室


介護事業課介護事業課


尾西支部リニューアル
総務課 尾西支部グループ執務場所変更のお知らせ


介護事業課移転のお知らせ
介護事業課は、大和事務所から一宮市尾西庁舎に移転しました。


一宮市尾西庁舎改修工事終了に伴い、平成２６年９月２９日(月)か
ら総務課尾西支部グループの執務場所を西館１階から東館４階に
変更しました。
（電話・Ｆax番号の変更はありません　℡：６３－４８００　Fax：６１－２９７０）


4階平面図


＊平成２６年９月２９日（月）から一宮市尾西庁舎(東
館)４階で介護事業の拠点として、継続して事業を行
っております。職員一同、心新たに皆様のご期待に
お応えしたいと考えておりますので、今後とも、よろ
しくお願いいたします。
★移転部門� 介護事業課
� いちのみや居宅介護支援事業所
� いちのみや指定訪問介護事業所
★移転先� 〒494-8601
� 一宮市東五城字備前１２番地
� 一宮市尾西庁舎４階
★新電話番号� 介護事業課
� （0586）85－9961
� いちのみや居宅介護支援事業所
� （0586）85－9962
� いちのみや指定訪問介護事業所
� （0586）85－9963
★新FAX番号� 共通
� （0586）63－4802


N
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共同募金の使いみち
「毎年募金しているけど…。一体どこに使われているの！？」と思われている方も多いかと思います。
そこで、一宮市内でどのように使われているかいくつかご紹介します。


平成26年度
一宮市共同募金委員会目標額


４４,９0０，０００円
ご理解とご協力をよろしくお願いします。


平成25年度実績


41,301,644円
障害者とボランティアのふれあい


ボウリング大会・バスツアー


市内ふれあいいきいきサロン
活動助成　２５団体（26年度）


ボランティア
団体活動助成


６０団体（26年度）


市内小・中学校 福祉実践教室の開催


歳末慰問


おもちゃ図書館運営
敬老会


福祉団体助成


気持ちが生まれたら、嬉しいです「また、募金しようかな」という


まちが良くなると
あなたも少しハッピーに


あなたが
募金したお金は


みんなのまちの
ために使われます


じぶんの町を良くするしくみ。


ひとり、ひとりのやさしさが、
あなたの住むまちを、もっと、やさしくしてくれます。


赤い羽根共同募金


　一宮市内のみなさまからお寄せいただいた寄付
金は、一宮市のまちを良くする活動に約８３％の
３４,１０３,６４４円、愛知県内の広域の社会福祉施設
の整備や団体の事業等に約１７％の７,１９８,０００円
が役立てられます。


■募金期間は 10月から 12月の 3か月間
　毎年10月1日から12月31日までの3か月間、全国一斉に赤い羽根共同募金がおこなわれます。
駅前や学校、スーパー、会社等の職域などでも、さまざまなところで募金がおこなわれています。
■共同募金は計画募金
　地域ごとの使い道や集める額、民間の福祉に必要な活動を事前に決めてから、募金をつのるしく
みです。その計画を実施するのに必要な額が目標額です。
■共同募金に寄付者として参加
　・街頭募金　　１０月１日 (水 )、１０月５日 (日 ) に尾張一宮駅前ビル、一宮駅前、スーパー等で寄付
　・戸別募金　　町内で行われる共同募金に寄付
　・職域募金　　会社・組織で行われる共同募金に寄付
　・法人募金　　会社・商店として共同募金に寄付
　・学校募金　　学校で行われる共同募金に寄付
　・ネット募金　ホームページ上から申込み、コンビニ等で寄付


　赤い羽根の募金活動は、まちの人のやさしい気持ちを集める活動です。
あなたのやさしさが、あなたの声かけが、あなたの行動が、
きっと、まちを変えていくはじめの一歩となるはずです。
もっと、もっと、良いまちになりますように・・・。


【共同募金のしくみ】


夏休みに応募いただいた作品のうち、
入賞した作品を展示。


※上記はいずれも、下記日時に行われる「福祉とボランティア活動展」内で行います。
日　程　　10月 1８日（土）　13：00～ 16：00　19日（日）　10：00～ 15：30
場　所　　一宮スポーツ文化センター


初音ミクや戦国ＢＡＳＡＲＡ４との
コラボグッズが当たるかも！


児童生徒作品コンクール入賞作品展示 ガチャガチャ募金箱の設置


それぞれの生活場面に
応じてご協力ください


83%
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催しもののご案内


と　き：11月9日（日）午前10時〜午後2時
ところ：尾西商工会館駐車場
　　　　（一宮市小信中島字川南 36）
主　催：一宮市尾西ボランティア連絡会
内　容：・ボランティア活動紹介コーナー
　　　　・福祉体験コーナー
　　　　・模擬店コーナー（�みたらし ､
� 　ぜんざい ､フランクフルトなど）
　　　　・ボランティアグループによる演芸
問合せ：河村　TEL：62-1960


日　時� １１月１日（土）
� 午前10時〜午後4時
会　場� 尾張一宮駅前ビル（ｉ-ビル）
� ３階　シビックテラス
内　容� ｉ-ビルの２周年に
� 合わせ同ビル内
� 全施設が集まり
� 活動展示やステージ
� での発表を行います。


　ボランティア募集中！
と　き：11月23日（日）午前10時〜午後2時30分
ところ：彦田公園（花池４丁目）
主　催：社会福祉法人コスモス福祉会
� 第 25回コスモス祭り実行委員会
内　容：・授産施設製品の販売
　　　　・模擬店
　　　　・リサイクルバザー
　　　　・ステージ企画
　　　　・ゲーム企画　など
問合せ：コスモス福祉会
� かすみ草
� 担当：野地
� TEL：81-3815


「笑顔をありがとう」 
〜人とほほえみ合って、生きるための隠し味とは〜


と　き：12月7日（日）午前11時30分〜午後4時
� 午前11時15分受付
ところ：飛島村中央公民館
� （飛島村竹之郷 3丁目1番地）
内　容：�・ボランティア団体ブース出展
� ・福祉施設出展
� ・講演会「笑顔をありがとう」
� ��〜人とほほえみ合って、生きるため���
� ��の隠し味とは〜
� ��小林良


りょう


正
しょう


氏


　　〜つなごう　てとて
　　　　　ひろげよう　みんなのわ〜
と　き：11月2日（日）午前10時〜午後2時
ところ：冨田山ひろば（尾西グリーンプラザ北）
主　催：樫の木福祉会、かしの木の会
内　容：・各種団体のステージ
� ・模擬店コーナー
� 　（�みたらし､豚汁､ジュース他）
� ・フリーマーケット
� ・バザー　など
問合せ：かしの木フェスティバル
� 事務局　TEL63-2111


　〜コムネックス
　　みづほ文化祭と同時開催〜
と　き：11月8日（土）午前10時〜午後2時
ところ：一宮市高齢者生きがいセンター
　　　（一宮市木曽川町黒田字西沼51）
主　催：一宮市木曽川ボランティア連絡協議会
内　容：・�ボランティア活動体験
� ・�ミニ公演（大正琴・オカリナなど）
� ・�福祉バザー・ビンゴ大会
� ・�模擬店コーナー
� 　（すいとん、カレーなど）
� ・�先着入場者150人に粗品進呈
問合せ：丹菊　TEL：87-3977


第９回福祉のつどい


第2５回コスモスまつり 西尾張ブロックボランティア
フェスティバル


第1４回「かしの木フェスティバル」-ビル内
施設＆センター大集合２


「きそがわボランティア
フェスティバル２０１４」
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ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介ボ ラ ン テ ィ ア 紹 介
今回は、
『子育てネットワーカー一宮』をご紹介します。


　県や市で開催された養成講座の修了生で、子育て中のお
母さん達の育児不安を少なくしたりママ友づくりのお手伝
いをします。


子どもが好きで自分自身も、楽しみながら活動できる。時々
全員が集まって勉強会をしたり、社会とのかかわりが持てる。
「この交流を通じてお友達になったママたちが、子どもが小
学生になっても仲良くしている」と、人伝いに聞いた時、やっ
ていて良かったと思います。


初めての子育てで、不安な中、ここに来ると、ちょっと先輩
ママのＮＷさんに相談にのってもらえ、安心できます。また、
同じくらいの月齢の子を持つお母さんと話せるようＮＷさんが
間に入ってつなげてくださり、楽しく過ごすことができます。
いくつかのフレママひろばに通っているが、場所ごとに特色が
あるので楽しいです。


市内の各連区公民館で、「フレママひろば」等を開催できるようにしたいですね。そのためにも多く
の方に、市主催の「家庭教育支援ボランティア養成講座」を受講していただき、今より多くの子育て
ＮＷがいて、安心して皆で子育て出来る地域にしていきたい。堅苦しくなく身近に感じられる人、そ
して子どもの成長を一緒に見守っていける存在になりたいです。
現在、宮西・神山・向山・西成・丹陽・浅井・北方・今伊勢・奥・萩原・青年の家・子ども文化広場図書館・
尾西庁舎で活動を行っていて、来年度も新たに開設が予定されているそうです。日時等詳細は、市生
涯学習課ホームページをご覧ください。


初めて乳児をもつ母親の「情報交換」の場の提供として、
「フレッシュママ交流会」、2 歳児までの親子対象の「フレマ
マひろば」、2 歳から未就園児のための「ステップアップマ
マひろば」、その他を市内の公民館等で開催しています。市
の主催で、子育てネットワーカー（以下ＮＷ）が企画運営
を行っています。


第３回第３回


始まる前に、入念な打ち合わせ。
司会や当番も交代で決めるそうです。


牛乳パックの手作りおもちゃ


Q１．子育てネットワーカーとは？


Q２．活動内容は？


Q３．活動を通じて感じたこと・嬉しかったことは？


Q４．参加されているお母さんの声


Q5．今後の活動について


　うまれつき片方の手の指が無いさっちゃんの物語。友達の言葉や現実に
傷ついたさっちゃんが立ち直る姿。ありのままを受け入れ、それを乗り越え、
生きていって欲しいと願う両親の愛と支え、さっちゃんを取り巻く子供達の
心の変化など、読み終わった時に、元気と希望を与えてくれます。人と違う
ことが変な事でも悪い事でもないということを子供たちと話す機会を作っ
てくれる素敵な絵本です。


さっちゃんのまほうのて
田畑精一 /文・絵　　先天性四肢障害児父母の会　　偕成社


おすすめふくしの本
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●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子


一宮市点訳サークル「ききょう」は、昭和 54年に一宮地区身体障害者を守る会の点訳部門として活
動が始まり、平成 4年に「点訳サークルききょう」となりました。
通常の活動は、毎週火曜日午後に一宮市社会福祉協議会大和事務所で行っています。約 30名の会
員が活動を支えています。
一宮市の広報類、新聞のコラム、将棋の棋譜などを毎月希望する視覚障がい者に送っています。また、
小説、楽譜、一宮市福祉課及び一宮市社会福祉協議会からの視覚障がい者への手紙などの点訳も行っ
ています。なお、棋譜は市内だけでなく全国の希望者に送っています。
そして、小・中学生を対象とした一宮市社会福祉協議会主催の福祉実践教室では、点字教室での視
覚障がい者の講師のお手伝いをし、また図書館に点字本を寄贈しています。
メンバーの人たちは、点訳に興味を持ち、人のために何かしたいと思っている人ばかりです。なお、
パソコン点訳には、技能の修得が必要です。
活動を続けてきてよかった点についてメンバーに聞きました。
「利用者に喜んでいただいたこと」、「必要な方に適切に提供できている達成感」、「仲間から学べる
ことがある」。
活動する上での課題についても聞きました。
「視覚障がい者にとってパソコンが便利なものとなり、自分
たちの役割について考え直す必要がある」。
最後に、後藤会長に聞きました。
「活動について悩んだり迷ったりすると、その都度、みんな
で話し合っています。その上で、必要とされるものを確実に
お届けしています。」


目の不自由な方のために 第２弾


ボランティア募集


～点字と点訳～
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主に尾西地区で開催されるイベントにボランティア協力されており、先日は、かしの
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。
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電車：「尾張一宮駅」または「名鉄一宮駅」から徒歩１５分
バス：名鉄バス「スポーツ文化センター前」または「本町」バス停下車
※駐車場に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。


ステージコーナー
ボランティア団体による活動発表や各種
団体によるアトラクションもあります
１８日（土）１３：００～　1９日（日）１０：１０～ガチャガチャ募金福祉体験コーナー


みんなで作ろう！ペットボトルキャップアート☆みんなで作ろう！ペットボトルキャップアート☆


収集ボランティア活動をやってみよう！


事前配布されるチラシのぬりえをぬって
持ってきてね。記念品をプレゼントしています。


いち推し企画
主 な 催 し 物


みんなと一緒にみんなと一緒に


平成２6年１０月 18日（土） 13：00～16：00
 19日（日） 10：00～15：30


共同募金啓発ポスター・書道展
共同募金ポスター・書道入賞者表彰式
１８日（土）１４：００～


福祉推進校・児童関係団体
活動紹介コーナー


☆来場者先着５００名
☆アンケートにご協力いただいた方


※都合により催し物の一部が変更になる場合があります。


ふれあいバザーコーナー


ぬりえ受付コーナー※幼児・児童対象


企業ボランティアコーナー
どんぐり100個を持ってくるといいことあるかも…


福祉体験フロア


東北応援コーナー
今年も物産販売で東北を応援します！


ふれあいフードコーナー
福祉施設にもご参加いただき、
各種メニューを取りそろえ、
皆様のご来場をお待ちして
おります。


福祉団体・福祉施設・行政
活動紹介フロア


☆参加者全員に参加賞があるよ！
☆８問以上正解されたお子様には右のゲームの
　いずれかに参加できるお楽しみもあるよ！


☆参加者全員に参加賞があるよ！
☆８問以上正解されたお子様には右のゲームの
　いずれかに参加できるお楽しみもあるよ！


８問以上
正解すると…
８問以上
正解すると…


会場内に設置してある１０か所のクイズに答えよう☆会場内に設置してある１０か所のクイズに答えよう☆


両日両日


3　階


4　階


2　階1　階


第26回


輪投げ輪投げ


入場無料


会場
スポーツ文化センター


○手話体験 ○高齢者疑似体験
○点訳体験 ○車椅子体験
○朗読体験 ○障害者パソコン体験
○防災体験 ○障害者スポーツ体験
○ふれあい・いきいきサロン体験


○炊き出し体験 
　18日（土）14：30～


※体験コーナーを２か所以上まわられた
方は、ビンゴゲームにも参加できるよ ※全額赤い羽根共同募金への募金とさせていただきます。


洗って持ってきてね


今年もやります、お楽しみ付の
ガチャガチャ募金☆　
いろいろなグッズがでてくるよ！


風船つり風船つり
いずれかに参加できるよ！いずれかに参加できるよ！


屋外特設テント屋外特設テント


☆同時企画☆☆同時企画☆


3階3階


1階1階この機会に様々な福祉体験をしよう！
新しい発見がきっとあるよ☆


ペットボトルのキャップ約６，０００個を使って、キャップアートの制作を行います!!
全員参加型企画ですので、ぜひご来場いただき、ご参加ください。


ペットボトルのキャップ収集はリサイクルを経て、
途上国へポリオワクチンを届ける取り組みに繋がっています。
開催両日でキャップの収集も行っておりますので、集めたキャップをぜひご持参ください。


（※キャップ８６０個でポリオワクチン１人分・２０円相当になります）


と　きと　き


ところ
一宮スポーツ文化センター（１Ｆ・２Ｆ・３Ｆ・4F）
一宮市真清田１丁目２番３０号


みんなおいでよ！！
福祉とボランティアの
おまつりだよ☆


100円100円　　　の募金で1回遊べるよ


ビンゴ
ゲーム
ビンゴ
ゲーム ぜひご来場ください!!
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写真による写真による


事業報告事業報告


本紙は目の不自由な方のために音声版・点字版広報も発行しております｡ご希望の方は本部まで
ホームページ　http://www.138sk.org


木曽川支部
〒493-0001	 一宮市木曽川町黒田字西沼51番地
	 	 （一宮市高齢者生きがいセンター内）
総務課　木曽川支部グループ
TEL	〈0586〉87−2000
FAX	〈0586〉86−0309


尾西支部
〒494-8601	 一宮市東五城字備前12番地
	 	 （一宮市尾西庁舎東館4階）
総務課　尾西支部グループ
TEL	〈0586〉63−4800
FAX	〈0586〉61−2970
介護事業課
TEL	〈0586〉85−9961	
TEL	〈0586〉85−9962	（ケアマネジャー）
TEL	〈0586〉85−9963	（ヘルパー）
TEL	〈0586〉62−8678	（障害者相談支援）
FAX	〈0586〉63−4802	（共通）


大和事務所
〒491-0847　一宮市大和町宮地花池字中道9番地16


社会福祉法人  一宮市社会福祉協議会


〒491-0858	 一宮市栄3丁目1番2号
	 	 （尾張一宮駅前ビル4階）
総務課　総務管理グループ・地域福祉グループ
TEL	〈0586〉85−7024
FAX	〈0586〉85−7025


本部


第２６回みんなと一緒に“福祉とボランティア活動展”では、ある物を使って
アート制作を行います。さて、何を使ってアート制作を行うでしょう？
抽選で 5名の方に図書カード（500円分）をプレゼントします！
①クイズの答え　②本紙に対するご意見・ご感想　③住所　④氏名　⑤年齢　を明記の上、�
ハガキにてご応募ください。【10月 31日（金）必着】
〒 491ー 0858　一宮市栄 3丁目 1番 2号�尾張一宮駅前ビル 4階（一宮市社会福祉協議会内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「いちのみやの社会福祉」編集係　あて


日　時　平成２６年１１月１７日（月）１３時３０分～１６時
場　所　一宮市尾西庁舎６階　大ホール
内　容　日本福祉大学　学長補佐　原田正樹氏による講演、
　　　　ならびにパネルディスカッション


地域福祉を考える
　シンポジウムを
　　開催します！


青少年等ボランティア福祉体験学習


夏休み子ども手話教室


障害者スポーツ大会









