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点字器

今年度から始まった夏休みこども点字教室のようす

平成28年度事業報告・決算報告
赤い羽根共同募金
地域福祉講演会
第29回 福祉とボランティア活動展
ちょこボラサービス
障害福祉のお仕事紹介
まちかど情報局
ボランティア紹介リレー
催し物のご案内
西尾張ブロックボランティアフェスティバル

教室で絵本を点字にした
点字本を作りました

平成28年度 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、社会福祉事業を実施し、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 グループ：290団体 12,084名 個人：109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

5,400名参加

共同募金配分金事業

（4 ページに主な事業を紹介しています）

○老人福祉活動事業

数え100歳以上の高齢者へ長寿祝金を贈呈

○障害児・者福祉活動事業

障害児との交流事業の実施

敬老会事業への助成

施設訪問の実施

他

福祉善行児童生徒表彰

他

○児童・青少年福祉活動事業

福祉実践教室の開催

○母子・父子福祉活動事業

おもちゃ図書館の運営

○福祉育成・援助活動事業

生活困窮者への支援

○ボランティア活動育成事業

ボランティア交流会の実施

○歳末たすけあい配分金事業

満70歳以上のひとり暮らし高齢者への歳末訪問の実施

施設訪問の実施

他

他

福祉のまちづくり運動の推進

他

登録ボランティアグループへの助成

他

居宅介護等事業
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。
（サービス提供延べ回数）
（１）指定訪問介護事業（介護保険事業）
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32,446 回
（２）指定居宅介護事業（障害福祉サービス事業）
‥‥‥‥‥‥ 29,734 回
（３）移動支援事業 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1,732 回
（４）軽度生活援助事業‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥360 回
（５）育児支援家庭訪問事業‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥345 回
（６）シルバーハウジング生活援助員派遣事業‥ ‥‥‥‥‥‥‥‥104 回

居宅介護支援事業
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。

（１）介護認定調査件数 274 件
（３）介護予防ケアプラン作成件数

（２）ケアプラン作成件数
1,458 件

2,839 件

相談支援事業
相談支援専門員が障害児・者及びその家族等からの相談に応じ、問題解決に取り組みました。

福祉サービス利用援助事業
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。

基金運営事業
基金の適正な運用に努め、その利息及び寄付金（市民福祉）により、ひとり暮らし高齢者とのふれあい
事業等に活用しました。
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平成 28 年度 決算報告
一宮市社会福祉協議会では、去る５月16日に理事会、５月30日に評議員会を開催し、
平成28年度事業報告及び決算について承認を受けました。
なお、決算の詳細につきましては、本会の事務所または本会のウェブサイトにて閲覧
できます。

収

平成 28 年度

入

（単位：円）

介護保険等

296,647,188

補助金

169,659,930

会費

54,211,510

受託金

36,749,793

共同募金配分金

32,545,713

繰入金

14,947,011

貸付事業

216,249,252

合計

845,857,695

収入決算額
支

貸付事業 0.2%
繰入金 1.8%

出

収入

共同募金
配分金 3.8%

23,020,009

前期末支払資金残高

前期末支払
資金残高 25.6%

寄付金その他 2.7%

1,827,289

寄付金その他

決算額

受託金 4.3%

補助金
20.1%

会費 6.4%

845,857,695 円

（単位：円）

居宅介護等事業

221,268,067

法人運営事業

169,467,502

ふれあいのまちづくり推進事業

55,097,610

居宅介護支援事業

52,357,672

共同募金配分金事業

41,601,878

相談支援事業

32,627,195

資金貸付事業

11,478,923

ボランティアセンター活動事業

10,360,887

日常生活自立支援事業

9,990,769

一宮市受託事業

7,289,337

自販機設置事業

2,617,014

基金運営事業他

15,440,760

合計

629,597,614

支出決算額

一宮市
受託事業 1.2%

自販機設置
事業 0.4%

日常生活自立
支援事業 1.6%

基金運営事業
他 2.5%

ボランティアセンター
活動事業 1.6%
資金貸付事業 1.8%
相談支援事業 5.2%

支出

共同募金
配分金事業 6.6%
居宅介護
支援事業 8.3%

629,597,614 円

会長

河村

正夫

副会長

伊藤

俊彦

副会長

太田

一弘

常務理事

平林

信幸
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居宅介護等
事業 35.1%

法人運営事業
26.9%

ふれあいのまちづくり
推進事業 8.8%

5月30日に新しい役員が選任され、以下の方々が就任されました。
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介護保険等
35.1%

平成28年度に集まった募金

40,403,111円
一宮市共同募金委員会では、みなさまから寄せられた募金を、地域福祉推進のため、
高齢者、障害者、子育て支援、住民福祉活動等様々な事業に活用しています。
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。

おもちゃ図書館の運営

福祉実践教室の開催

ボランティア団体活動助成

共同募金
推進のために
5.1％
全県域の
歳末
福祉推進
たすけあいに
のために
3.9％
17.9％

子どものために
19.3％
障害のある方
のために 5.0％

クリスマス施設訪問

ふれあい・いきいきサロン運営支援

地域福祉
推進のために
26.0％

高齢者の
ために
22.8％

福祉講演会の開催

いちみんキットの配付

ひとり暮らし高齢者歳末訪問と
して、かかりつけ医や緊急連絡
先など救急情報を入れるキット
を配付しました。
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赤い羽根共同募金に
ご協力をお願いします
共同募金運動は、1947 年（昭和 22 年）にはじまり、「じぶんの町を良くする」運動、また、地
域のみなさまの、やさしくあたたかい助け合いの心を届ける運動として実施します。
よりよい地域づくりのために、一人でも多くの方々に共同募金運動に参加していただけるよう取
り組んでまいります。みなさまのご支援をよろしくお願いします。

平成29年度

一宮市共同募金委員会目標額

44,900 , 0 0 0 円

共同募金は、地域の民間福祉のニーズに基づいて
募金を行う計画募金です。

10月1日
〜
3月31日

計画を実施するのに必要な額が目標額です。

『募金箱の設置協力店』募集
赤い羽根共同募金の協力店として、募金箱の設置にご協力いただける市内のお店・企業を募集
します。協力店には募金箱とステッカーをお渡ししますので、下記までご連絡ください。
【問合せ】一宮市共同募金委員会 （一宮市社会福祉協議会内） ℡85-7024

愛ちゃん希望くんまちがいさがし
下の２つの絵には７カ所ちがいがあります。わかるかな？（答えは

6 ページ）

平成28年熊本地震義援金、大分県豪雨被災者義援金、
平成29年7月5日からの大雨災害義援金
（福岡県）
、秋田県大雨災害義援金

災害義援金へのご協力ありがとうございました。
大分県豪雨被災者義援金と平成29年7月5日からの大雨災害義援金（福岡県）の受付は、
平成29年12月28日㈭まで。平成28年熊本地震義援金は、平成30年3月30日㈮まで引き
続き行っておりますのでご支援よろしくお願いいたします。
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地域福祉講演会
少子高齢社会の進展や、つながりの希薄化、生活困窮等の社会的な要因から、市内では
「ふれあい・いきいきサロン」、
「ちょこっと助け合いボランティア」等の新たな住民主体の
福祉活動が広がりをみせています。他市の取り組みを聞きながら今後の地域福祉活動につ
いて考えてみませんか？
日
会

時
場

定
内

員
容

11月14日（火） 午後1時30分～3時30分（受付開始：午後0時45分）
一宮地場産業ファッションデザインセンター 1階展示ホール

※駐車場に限りがありますので、乗り合わせまたは、公共交通機関をご利用ください。

200名（予約不要・参加費無料）直接会場にお越しください。
《基調講演》
講 師
神奈川県平塚市港地区町内福祉村 会長 渡邉 孝 氏
テーマ
「交流あってこそ助け合い」
		
～町内福祉村って、どんな取り組み？ ～
《活動紹介》
講 師
神奈川県平塚市港地区町内福祉村のみなさま
テーマ
「市民の身近なボランティア活動拠点〝町内福祉村″」
後 援 一宮市、愛知県社会福祉協議会
問合せ 木曽川支部（℡87-2000）
※

渡邉 孝 氏

この地域福祉講演会は、愛知県社会福祉協議会に設置の福祉基金
による助成金を経費の一部として活用しています。

善意のご寄付ありがとうございました
平成29年4月1日～平成29年7月31日現在

（順不同・敬称略）

（公社）愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部 ／ （学）
愛知真和学園 大成中学校
エス・ビー建材
（株） ／ 奥グラウンド・ゴルフクラブ ／ 開明小学校1、2年生
柴田吉藏 ／ トップハウジング
（株） ／ ２１世紀女性の会
ひまわりダンスクラブ ／ 匿名6件

合計 1,336,335 円

平成29年度 一宮市社会福祉協議会会費

ご協力ありがとうございました

会費納入総額
51,240,830円
（平成 29 年 7 月31 日現在）

5ページまちがいさがしの答え ①必勝の文字

②得点の数字

地域福祉への参加の一環として、本年度も会員
加入および会費のご協力をいただき、誠にありが
とうございました。
納入いただいた会費は、全額各連区に設置され
ている社会福祉協議会各支会を通じて、地域福祉
推進のための取り組みに活用しています。

③車いすのめがねの人

④サッカーボール ⑤希望くんのはちまき ⑥愛ちゃんのまつげ ⑦カーテン
2017（平成29年）10月 いちのみやの社会福祉

6

ふれあい・いきいきサロンリーダー

養成研修会

日 時
会
対

11月17日～12月1日の毎週金曜日
（全3回）
午前10時～正午
社会福祉協議会 大和事務所 会議室
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
30名
（先着順）
無料
10月5日
（木）
午前9時から本部へ電話
（℡85-7024）

場
象

定 員
受講料
申込み

おもちゃ図書館ボランティア募集
おもちゃ図書館は、おもちゃを通して、子どもたちに豊かな遊びの
機会を、お母さんたちに情報交換の場を提供しています。
受付やおもちゃの片付け等を一緒にできるボランティアの方を募
集していますので、ご興味のある方は、木曽川支部
（℡87-2000）
へ
お問い合わせください。

「おもちゃの城」

開館日

活動時間
場 所

毎週火・水・金曜日
毎月第2・4土曜日
（障害児のみ対象）
午前9時45分～午後2時15分
一宮市浅井町前野字西藪34
（ふれあいセンターめぐみ内）

開館日
活動時間
場 所

「なかよし」

毎週月・木・金曜日
毎月第1・3土曜日
（障害児のみ対象）
午前9時45分～午後2時15分
一宮市丹陽町重吉字北屋敷380
（ふれあいセンターなごみ内）

※ご都合の良い曜日だけでも構いません。

ボランティア活動に関する保険
「ボランティア活動保険」
ボランティア活動中、ご自身がケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、
他人の物を壊してしまった（賠償事故）など、事故を幅広く補償します。
保険料：年額250円～（基本プラン）／年額400円～（天災プラン）
「ボランティア行事用保険」
ボランティア行事における主催者及び参加者のケガや賠償責任を補償します。
事前に名簿をご提出いただくとボランティア活動場所までの往復途上も補償の対象と
なります。また、万が一事故が発生した際には、加入者全員の名簿が必要です。
保険料：1人あたり30円～ ※最低20人以上での加入が必要／600円～
◎詳しくは社会福祉協議会本部・尾西支部・木曽川支部までお問い合わせください。
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と一緒に

入場無料！

主 な 催 し 物
1

階

2

ステージコーナー

ボランティアグループによる活動発表や
各種団体によるアトラクションもあります。
14日
（土）午後1時〜／15日
（日）午前10時15分〜

福祉団体・福祉施設・行政活動紹介コーナー
ふれあいバザーコーナー

掘り出し物と出会えるかも？

赤い羽根共同募金

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！

14日
（土）午後2時〜

ふれあいフォトコンクール作品展示
優秀作品表彰式

14日
（土）午後2時30分〜

東北応援コーナー

物産販売で東日本大震災の復興を応援します！

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。
ポテト
みたらし

おでん
カレー

3

階

4

階

福祉体験コーナー
ハロウィンお菓子プレゼントコーナー
おもちゃ病院コーナー

赤い羽根共同募金
啓発ポスター・書道展
優秀作品表彰式

階

福祉推進校・児童関係団体
活動紹介コーナー
ぬりえ受付コーナー※幼児・児童対象

事前配布されるチラシのぬりえをぬって持ってきてね。
プレゼントを進呈しています。

屋外特設テント
炊き出し体験

14日
（土）午後1時30分〜受付開始
※都合により催し物の一部が変更になる場合があります。

ぜひご来場ください!!

フランクフルト 等

両日

音羽3

会場

スポーツ文化センター

☆来場者先着５００名
☆アンケートにご協力いただいた方
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、公共交通機関をご利用ください。
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みんなおいでよ！
！
福祉とボランティアの
おまつりだよ☆

テーマ

と き
ところ

みんな

第29回

〜ふれあい つながり 支えあい〜

平成２9年１０月

14日（土）午後１時〜4時
15日（日） 午前10時〜午後3時30分
一宮スポーツ文化センター（一宮市真清田１丁目２番３０号）

あなたの一票でマスコットキャラクターが決まる！？
一宮市社会福祉協議会の法人設立60周年を記念して、マスコットキャラクター
を募集したところ、411点の応募がありました。
その中から選ばれた候補作品を掲示
し、みなさんに最終投票をしていただきます！
あなたの一票で、福祉のまち
「いちのみや」の実現に向けて活躍するマスコット
キャラクターが決まり、福祉のまちづくりの「顔」
になります！
会場：1 階ロビー
たくさんの投票、お待ちしております☆

も
今年 ！
す
やりま

ラリーに挑戦してゲームに参加しよう！

福祉体験ラリー

この機会にいろいろな体験をしてみよう
！新しい発見がきっとあるよ☆

1 階 ■ペットボトルキャップアート
2 階 ■ふれあい・いきいきサロン

3 階 ■障害者スポーツ・車椅子
■手話 ■障害者パソコン
■点訳 ■朗読
■防災 ■要約筆記（14日のみ）
■高齢者疑似体験（15日のみ）

クイズラリー

会場内に設置してあるクイズに答え
10個のスタンプをゲットしよう☆
参加者全員に参加賞があるよ！
さらに、8問以上正解された幼児・児童
のみんなは、以下のどちらかのゲームに
参加できるよ！

風船つり

※体験コーナーを3か所以上まわられた方は、
ビンゴゲーム又はお菓子すくいに参加できます。

ビンゴゲーム お菓子すくい

おもちゃ病院を開設します！
ご家庭にある壊れてしまった大切なおもちゃがありましたら、3階まで持ってきてね☆
おもちゃドクターがおもちゃの修理をしてくれます。
ただし、電子ゲームなどメーカーで修理のできるもの、危険なおもちゃ
（エアーガンやナイフ）、
高価なおもちゃ、家電・時計等のおもちゃではないと判断されるものは除きます。
※修理代は無料ですが、部品代等の実費が必要な場合があります。
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わなげ

生活支援体制整備事業だより
住み慣れた地域でいつまでも暮らしていくために、ちょこっとした支援（お互いさまの活動）

「ちょこボラサービス」は、ちょこっと助け合いボランティアのサービスを省略した造語を事業名に
したものです。利用する人は、困った時に気がねなく利用でき、お手伝いする人は、自分のできること
で協力して行う住民同士の助け合いのサービスです。

〈サービスの流れ〉
登録

登録

住民

平日

午前８時30分〜午後5時15分

協力依頼

利用の申込み

≪活動時間≫

≪相談受付時間≫
平日

午前９時〜午後5時15分

社会福祉協議会
コーディネーター

市内在住で 65 歳以上の
一人暮らしの方、もしくは
70 歳以上の方のみの世帯

≪利用料≫

協力会員

利用会員

この活動に賛同し、
協力していただける方

家事支援

30分以内 300円（その後30分毎に300円）

※原則1回につき1時間30分まで

〈これまでに行われた活動〉

草取り、お風呂・エアコン掃除、電球交換、服の裾上げ等のお手伝いをしました。

協力会員さんの声

自分ができる範囲のことで「ありがとう」
と言われました。笑顔が活動の源です。

利用会員さんの声

ちょこっと助け合いという部分が本当に助
かります！

協力会員として活動してみたい方はぜひ養成研修にご参加ください。

■ちょこっと助け合いボランティア養成研修のご案内■
日

時

１１月24日(金)
・12月1日(金)
午後１時30分〜４時

内

容

1日目・講演
「助け合い活動について
〜南粕谷の取組みから〜」
2日目・ボランティア活動について
・傾聴について

場

所

申込み・問合せ

社会福祉協議会
大和事務所 会議室

10月６日（金）
9時から本部へ電話
℡85-7024

【定員】30名
（先着順）【受講料】無料
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障害者相談支援センターだより

障害福祉のお仕事紹介②

ホームヘルパー（訪問介護員）
前回に引き続き障害福祉の仕事について紹介します。今回は『ホームヘルパー』についてです。
介護保険にもあるサービスなので、イメージしやすい仕事かもしれませんが、障害福祉分野独
自のサービス内容もあります。障害のある方の在宅生活を直接支えるお仕事です。

◆仕事の内容

★自宅等で暮らす障害のある方のところで家事等を行う

生活介護

身体介護

食事、洗濯、掃除や買い物代行等の支援

★外出を手伝う

着替え、トイレ、入浴、食事の手助け等

★病院等への付き添い
名古屋港水族館に
行ってきました！

利 用 者 さ ん か ら 直 接「あ
りがとう」と言ってもらえ
る 仕 事 で す。日 々、利 用 者
さんに笑顔が届けられるよ
スーパーやレストラン、図書館、映画館等外出を
円滑に行うために、移動の支援を行います。

うに、努力しています。

◆ホームヘルパーになるためには・・・
介護職員初任者養成研修を受講する必要があります。各地方自治体が指定した養成機関が主
催している講座を受講、全課程修了後の筆記試験に合格すれば資格を取得できます。
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まちかど情報局
障害者向け

わたしの災害対策ノート

突然の災害に対し、みなさんは十分な準備をされていますか？
被害を少なくするためには、日頃の備えが大切です。
特に障害のある方の場合は、一般的な災害対策に加え、個々の
障害にあわせた準備が必要ですが、
「何から始めればいいか？」
「今
の備えで十分なのか？」という方もいらっしゃると思います。
一宮市障害者自立支援協議会で、障害のある方が個々の状況に
あわせた災害対策を行えるよう、「わたしの災害対策ノート」を作
られたとのことです。
今回は、その内容を少しだけご紹介します。
「一宮市障害者
自立支援協議会
」
ウェブサイト
よりダウンロード
してご利用くださ
い

災害時に準備しておくもの

チェックリストになっています。
一般的なものの他、個別にあると安心す
るものや、生活の中でないと困るもの等、自
由に記入できるスペースもあります。

事前の準備が
大切だよ！

避難方法や避難場所

わたしの避難計画

ひとりで避難できるか、助け
を求めることができるかによっ
て、次の行動は異なります。
避難場所についても、考え
られる場所が例示されていま
す。
自分の障害に合った適切な
場所について、あらかじめ想
定しておくことが大切ですね。

災害時に役立つ情報
自分のための避難計画をたてることができます。

基本的な情報や、特徴、配慮してほしいこと、利用
している福祉サービス、連絡先、避難場所等を記入
できます。

２次災害を防ぐためにできる
ことや、災害時に役立つちょっと
した工夫、アイディア等の情報
が載っています。

すでに災害に備え対策を行っている方も、まだの方も、これをきっかけにご家族や支援者の方と
一緒に、この災害対策ノートを作ってみてはいかがですか？
突然やってくる様々な災害に備え、自分の障害や環境にあわせた準備をすることで、日頃から防災
に対する意識を高めていけるといいですね。
問合せ：一宮市福祉課 ℡28-8619
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手話
サークル
ききょう
夜の部
一宮
点訳サークル

ボランティア紹介リレー

第

12回

今回は、
『 一宮点訳サークルききょう』からの紹介で、
をご紹介します。
『手話サークル（夜の部）』

【活 動 日】毎週金曜日 午後7時〜9時
【活動場所】社会福祉協議会大和事務所
【会 員 数】18名
【そ の 他】手話未経験者でも入会できます

主な活動内容は？
手話を通して聴覚障害のある方とコミュニケーション・交流を
行っています。
・手話技術の向上を目指して勉強
・ヤングフェスティバルで手話コーラス等の披露
・バーベキュー等のイベントを企画して親睦を深める
・社会福祉協議会からの依頼で、各種事業へ協力

活動を通じて感じたこと嬉しかったことは？
聴覚障害のある方とコミュニケーションがとれるようになり信頼関係
が築けたときは、勉強して良かったと思いました。手話は聴覚障害のあ
る方の言語なので、伝わった時は、お互いにとても嬉しくなります。

手話の勉強中

活動している方の声
・アットホームな雰囲気で楽しく活動しています。丁寧に教えてもらえ
るので安心です。
・学んだ手話を孫に教えることが楽しみになりました。
・このサークルは、手話に興味のある仲間と会える大切な場所です。

市民の皆様へひとこと
一緒に活動してくれる仲間を募集しています。また、市内には他にも
たくさんの手話サークルがあります。活動場所や時間等がそれぞれ違い
ますので、手話に興味のある方は社会福祉協議会へ相談してください。

ヤングフェスティバルで披露した
手話コーラスの思い出

取材を終えて
サークル活動の始まりは昭和40年代とのことであり、今後もこの素晴ら
しい活動の歴史を積み重ねていただきたいと思います。

おすすめふくしの本

サークルの活動を年表で振り返り
ました。

ラブリー オールド ライオン
おじいちゃん、わすれないよ

ジュリア・ジャーマン / 作 スーザン・バーレイ / 絵 こだまともこ / 訳 フレーベル館

レニーのおじいちゃんは、森の動物たちの王さま。かしこくてやさしい王さま
ライオンでしたが、ある日、すごろくのやりかたも孫のレニーの名前も忘れてし
まい…。
「わすれんぼう」になってしまったおじいちゃんのためにレニーがしたこ
とは？
“認知症”になったおじいちゃんとそれを認めてあたたかく支える孫と友人た
ち。
“老い”や“認知症”といった誰にでもいずれは訪れる問題について、子ど
図書館で借りることができます。 もにもやさしく語りかけるお話です。
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催し物のご案内
-ビル内 i-ビル5周年記念企画
施設＆センター大集合！
日
会

時
場

内

容

問合せ

11月4日㈯ 午前10時～午後4時
尾張一宮駅前ビル（ｉ-ビル）3階
シビックテラス
一宮市市民活動支援センター 他
ステージでの演奏や発表、ワークショ
ップや工作等の体験イベント、事業の
活動を伝えるパネル展示、活動案内や
パンフレットの配布 等
一宮市市民活動支援センター
℡23-8883

第12回福祉のつどい

日 時 11月12日㈰ 午前10時〜午後2時
会 場 尾西商工会館、駐車場
（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､フランクフルト等）
・ボランティアグループによる演芸
問合せ 河村 ℡62-1960

第17回「かしの木フェスティバル」
〜つなごう てとて
ひろげよう みんなのわ〜

日 時 11月5日㈰ 午前10時〜午後2時
会 場 冨田山ひろば（尾西グリーンプラザ北）
（冨田字砂原2118）
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､焼きそば､ジュース他）
・フリーマーケット
・バザー 等
問合せ かしの木フェスティバル
事務局 ℡63-2111

第 28 回コスモスまつり
日 時
会 場
主 催
内

容

問合せ

11月26日㈰ 午前10時〜午後2時30分
彦田公園（花池４丁目 25-1）
社会福祉法人コスモス福祉会
第 28 回コスモス祭り実行委員会
・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 等
コスモス福祉会
生活介護センター
はぎわら
富田 ℡69-2300

車いす使用の職員発信

第２回「チケットを取ろう！

映画編」

私は、休日に時々映画館や買い物に行きます。映画館のつくりは階段状になっていることが多く、一般

の席に座るには、車いすから乗り移らなくてはなりません。私にとって、車いすに乗ったまま観賞できる席
がある映画館は、とても安心できます。数はさほど多くありませんが、最近では車いす用のスペースが整
備されつつあり、ありがたい配慮です。
また、チケットについては、一般の席はインターネットで座席の予約ができるようですが、車いす用の席
は、当日窓口での購入になります。優先窓口が設けられている映画館もありますが、時間に余裕を持って出
掛けるようにしています。一般席同様、車いす用のスペースも予約できるようになると嬉しいです。
（小鹿）
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●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

高齢者や障がい者の笑顔のために
移動と生活の支援
NPO法人一宮ボランティアグループリーダーの会
（VGL）
は、約80名の高齢者や障がい者の移動と生活
の支援を行っている福祉団体です。また、協働事業の育成と推進を行っています。具体的には、毎年6月に
行われる
「市民と企業の協働フェスタ」
開催の企画運営協力を行っています。
人は、年を重ねることで、できていたことがひとつずつできなくなります。特に、外出が難しくなります。
VG Lでは、この外出をピンポイントでサポートしています。そして、利用者が在宅で不自由の少ない生活を
することを目標としています。
「協働フェスタ」
は、地域の元気な方々のために市民と企業で協働してフェスタを開催するものです。協働
への理解を深めることや
「福祉・医療・介護を楽しみながら学ぶ」
をテーマにしています。今年6月の第6回協
働フェスタは、NPO、企業、市役所など31団体が参加し、尾張一宮駅前ビル3階のシビックテラスで開催さ
れました。
VG Lは、平成15年3月に旧一宮市の社会福
祉協議会に登録していたボランティア団体のリ
ーダーが集まって設立されました。ききょう会館
にあった市民活動支援センターの運営協力を無
償で8年間行い、市内の市民活動やボランティア
活動の活性化に努力しました。
2008年には、福祉移送を行うためにNPO法
人化しました。現在、会員数は41名です。

2017 市民と企業の協働フェスタ in 一宮
皆で楽しくフォークダンスを踊りました。

濃尾大花火大会の清掃ボランティア活動に参加して
毎年８月１４日に開催されています濃尾大花火大会。今年も大盛況のうちに終わりましたが、それを支え
ているたくさんのボランティアさんがいます。
翌朝６時に私が堤防に着いたときには、一般のボランティアの方たちと一緒に尾西高校の生徒さんが、
沢山のごみの入ったゴミ袋を片手に、雨の中カッパを着てゴミ拾いをしていました。
その中のお一人に話を聞いてみました。
「このボランティアに参加して人数の多さに驚き
ました。それに今年は、すごく雨が降っていて、
と
ても寒かったにもかかわらず、高校生ボランティ
アもカッパを着て掃除しました。
濡れながらの掃除は大変でしたが、素晴らし
い活動だと思うので、来年も参加して堤防・緑道
をきれいにしたいと思います。」

渡邊
（談）

地域の方々による支えがあってこそ、濃尾大
花火大会が成功出来ているのだと思いました。
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悪天候の中、地域の皆さん・尾西高校の生徒の皆さん

本当にお疲れ様でした。

平成29年度 西尾張ブロック

今年度は
一宮市で開催します

2017年 10月号 No.38

ボランティアフェスティバル開催のお知らせ
程

会場

日

12月10日(日) 10：30〜15：30

一宮市尾西市民会館（10：0０開場）および
尾西生涯学習センター６階大ホール（11：0０開場）
（昨年の様子）

式典・オープニングアトラクション
（10：30〜11：00）

市内のグループ、ののはな太鼓と春明太鼓の交流和太鼓演奏で盛り上げます！

ブースコーナー
（11：00〜14：00）

どなたでも
入場できます

西尾張ブロック内のボランティア団体・福祉施設の活動紹介、自主製品の販売等を行います。

サロンコーナー
（11：00〜14：00）

入場
無料

アンケート協力者に
粗品進呈！

小説「ぬくもり」
とは・
・
・？

というテーマ
福祉施設による喫茶（モーニングサービス付）提供もある交流スペースです。 「ボランティアとは何か」
について、障害を抱える当事者の視点
尾州発
「夢を叶える服づくり」
紹介
（13：00〜13：30）
からリアルなストーリーを発信します。

特別支援学校、行政、地元を中心とした参画企業が取り組んでいる、
「着やすくてかっこいい服が着たい」という障害を持つ子どもたちの夢
を叶える取り組みについて紹介します。

リーディングシアター
「ぬくもり」
とライブアート
（13：45〜15：15）
視覚に障害を抱える方が執筆した小説「ぬくもり」を、ボランティアに
よる朗読でお届けします。市内在住のアーティストである キクチ ユミ
さんによるパフォーマンスで華を添えます。

キクチ ユミ さん

出生時の事故による脳損傷のため、
身体に障害を抱える。絵画に対する強
い情熱から、
３０代後半からデザインを
学び、画家
として活動
を始める。

【主

催】 平成29年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル推進委員会
西尾張ブロック14市町村社会福祉協議会
【問合せ】 社会福祉協議会 本部
（℡85-7024）
広告

一宮市社会福祉協議会は
今年で法人設立何周年でしょう？
ヒント 9 ページのマスコットキャラクターの記事を読んでね。

編集・発行

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）
℡
〈０５８６〉８５–７０２４

抽選で5名の方に図書カード
（1,000円分）
を
プレゼントします！ ①クイズの答え
ド
②本紙に対するご意見・ご感想
図書カー
③住所 ④氏名 ⑤年齢 を明記の上、
0
￥1,00
ハガキにてご応募ください。
【平成29年10月31日
（火）
必着】
〒491-0858
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

らんぷ社会福祉⼠士事務所は  
⼀一宮市妙興寺にある  
社会福祉⼠士の事務所です。  
私たちは、  
①ひとり暮らしに不安のある⾼高齢者の⽅方  
②地域移⾏行を考えている障がい者の⽅方  
③親亡き後の障がい者の⽅方              
  
の皆様に寄り添った相談⽀支援をしています。  

6月号クイズ当選者発表
（応募総数102通）
宮地様
（向山）
・後藤様
（今伊勢）
・武野様
（神山）
夫馬様
（千秋）
・鈴木様
（西成） おめでとうございます。
クイズの答え：ちょこボラ
市内の福祉・保健・医療関係者の皆様へ

広 告 募 集 中！
【掲 載 枠】1枠 縦55㎜×横80㎜ 最大4枠
【掲 載 料】1回 1枠：20,000円 （ 複数枠掲載可 ）

H30.2月号への掲載申し込み期限は…平成29年11月10日㈮です。
※詳細については、本部(℡:85-7024)までお問い合わせください。

※内容については、広告主へ直接お問い合わせください。

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

ウェブサイト

http://www.138sk.org

  

