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福祉のまちづくり
（ 6月・10月・2月発行 ）一宮市社会福祉協議会
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今年度から、福祉実践教室の科目数はい
くつになったでしょう？ ヒント 14ページ
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 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。
【令和元年 6月28日 ( 金 ) 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
2月号クイズ当選者発表（応募総数 78通）
加茂様（萩原町）柴垣様（朝日）高間様（木曽川町）水越様
（大和町）森井様（千秋町）おめでとうございます。
クイズの答え：16人

図書カード
￥1,000

　対象者：身体に障害のある方、けがや旅行などで
　　　　　一時的に必要な方に無料でお貸しします。

　尾西支部・木曽川支部・大和事務所の会議室やボランティア室の貸し出しを行っています。

　高齢者疑似体験セットなど
の福祉用具や、レクリエーシ
ョン用具、マイクセットなど
の貸し出しを行っています。

● ちょこボラ協力会員　
　自分のできる範囲で、困っている高齢者に、
“ちょこっと”したお手伝い。（P9 参照）
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 一芸ボランティア
　施設やサロンなどで、歌や踊り、手品などの披
露や、小物作りの指導など。
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 家庭体験ボランティア
　児童養護施設で生活する児童を１週間程度ご
家庭へ迎え入れ。
【問合せ】尾西支部 ℡63-4800

● おもちゃ図書館運営ボランティア
　市内に２か所（浅井町、丹陽町）あるおもちゃ
図書館で、受付やおもちゃの作成など。
【問合せ】本部 ℡85-7024

★ 車椅子の貸し出し

★ 会議室の利用

★ 用具の貸し出し

あなたの力を
貸してください !!

登録すると、ボランティアに関する情報発信のほか以下の特典もあります

貸出
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勤務時間、休日は応相談
＊初心者も大歓迎 ＊正職員への登用制度あり
資　格 ： 初任者研修修了者（旧２級ヘルパー）
　　　　以上又は介護福祉士
時　給 ： 身体介護／1,500円 生活援助／1,100円

市内の福祉・保健・医療関係者の皆様へ

広告募集中

訪問介護員募集！
広告

(ホームヘルパー)

週1日、1日1時間からでもＯＫ、資格を活かしませんか。

★各種手当、処遇改善一時金、研修制度、有給休暇制度などあり★
まずはお気軽に
お電話下さい。☎８５-９９６３

社会福祉法人一宮市社会福祉協議会  いちのみや指定訪問介護事業所  
一宮市東五城字備前１２（一宮市尾西庁舎４階）

【掲 載 枠】1枠 縦55㎜×横80㎜ 
【掲 載 料】1回 1枠 ： 20,000円

最大4枠
複数枠掲載可

※広告掲載に関するお問い合わせは、本部(℡ 85-7024)まで

一宮市社会福祉協議会会員募集のお願い
一般会員（個人･世帯） 年額 1口 500円
法人会員 年額 1口 1,000円
団体会員（町内会･自治会等） 年額 500円×世帯数口

ご協力よろしくお願いします。

集められた会費は、
各連区に設置されて
いる社会福祉協議会
支会に全額還元し、
地域の福祉活動に役
立てられています。

視覚障害者ガイドヘルプ

手話体験の様子



　介護保険制度等の公的サービスで対応できないニーズに対し、住民の助け合いの理念
に基づく住民主体の地域包括ケアシステムの構築を目指し、地域での生活支援の仕組み
づくりを関係機関と連携して進めます。
　その一環として取り組んでいるちょこボラサービス（住民の助け合い家事支援事業）に
つきましては、利用会員からのニーズを受け止め、適切なサ
ービスを提供するとともに、協力会員の増加・育成に努めま
す。
　日常生活自立支援事業につきましては、制度の周知に努め、
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分
でない方が自立して生活できるよう支援します。

　介護保険・障害福祉サービス事業につきましては、介護保険法・障害者
総合支援法の改正、報酬改定などの影響や課題を踏まえ、健全経営に努め
ます。また、職員の福祉資格の取得推進・バックアップとスキルアップの
ための研修体制の充実を図り、引き続き職員の資質向上に努めます。
　さらに、「介護サービス情報の公表制度」の適格事業所、「愛知県介護事業
所人材育成認証評価事業」の３年連続認証事業所として、ますます利用者
から信頼される質の高いサービスを提供します。

　社会福祉法人制度改革の内容を踏まえ、経営組織の強化及び事業運営の透明性の向上、
人材の育成、財務規律の強化に努めます。
　また、ウェブサイトを活用して市民にわかりやすい情報を発信し、信頼される法人運営
に努めます。

　法人設立６０周年を記念して、マスコットキャラクターとして誕生した「いちぴょん」
を諸事業に活用し、市民に身近な社会福祉協議会をアピールします。
　地域福祉事業につきましては、支会間の情報交換や先進地の調査研究を進め、支会活
動の充実を図るとともに、「出張サロン」に加えて新たに「サロンの立ち上げ支援」を実施
し、職員が積極的に地域へ出向き、支会との連携を深めます。
　ボランティアセンター事業につきましては、「福祉とボランティア活動
展」今後のあり方検討会の結果を踏まえ、今年度は東京パラリンピックの前
年でもあることから、「障害者スポーツ」をテーマに盛り込んだ体験型ボラ
ンティアイベントを実施します。また、社会ニーズに合ったボランティア
講座を開催し、ボランティアの育成に努めます。

　近年、少子高齢化・生産年齢人口の減少や介護・貧困・孤立の問題など福祉ニーズは多様
化するとともに複雑化しており、制度ごとの支援や「支え手」・「受け手」という関係の支え合
いから、分野をまたがった総合的な支援と地域住民や多様な主体が「丸ごと」つながる支援へ
と転換することが求められています。
　このような状況の中、国は「地域共生社会」の実現に向けて、他人事を「我が事」に変えてい
くような働きかけや、複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築を掲げ、「地域包括ケア
システム」の強化を進めています。
　また、社会福祉法人制度改革に基づく経営組織のガバナンスや財務規律の強化に取り組む
必要があり、本会において策定した社会福祉充実計画についても進捗管理と適正化を図り、
着実に実行していかなければなりません。
　こうした中、地域福祉推進の中核を担う社会福祉協議会の役割はますます大きくなってき
ています。そのため、住民の福祉ニーズに柔軟に対応できるよう行政をはじめ関係機関、民
間諸団体等と一層連携を深め、きめ細かな地域福祉活動の推進とネットワークづくりを推進
し、住民一人ひとりが暮らし続けたいと思うまちづくりに取り組んでいかなければなりませ
ん。こうした次世代の福祉社会を見据えて、以下の基本方針により住民に信頼される福祉サ
ービスに取り組みます。

　障害者相談支援事業につきましては、在宅の障害者の地域生活を支援す
るため、相談体制の強化を図るとともに、障害者とその家族等からの多岐
にわたる相談に応じ、障害者基幹相談支援センターや障害者自立支援協議
会等、関係機関と連携して問題解決に取り組んでいきます。
　また、「指定相談支援事業所」として、障害者がその有する能力や適性に応
じ、自立した日常生活を営むことができるよう的確なケアマネジメントを
行い、質の高い適正な相談支援サービスを提供します。

平成31年度 資金収支予算平成31年度 資金収支予算

支　出 （単位：千円）

収　入 （単位：千円）

合　　　計

居 宅 介 護 等 事 業
法 人 運 営 事 業
ふれあいのまちづくり推進事業
居 宅 介 護 支 援 事 業
相 談 支 援 事 業
共同募金配分金事業
ボランティアセンター活動事業
日常生活自立支援事業
県社協・一宮市受託事業
資 金 貸 付 事 業
自 販 機 設 置 事 業
基 金 運 営 事 業 他

合　　　計

介 護 保 険 等
補 助 金
会 費
受 託 金
共 同 募 金 配 分 金
繰 入 金
貸 付 事 業 償 還 金
寄 付 金 そ の 他
前期末支払資金残高

293,341 
177,025 
54,551 
36,027 
30,926 
29,652 
2,946 
24,080 
57,852 
706,400 

277,758 
169,918 
55,145 
56,967 
50,206 
37,989 
11,525 
10,586 
9,073 
7,429 
1,708 
18,096 
706,400 

前期末支払資金残高 8.2%

寄付金その他 3.4%

貸付事業償還金 0.4%

共同募金配分金 4.4%

繰入金 4.2%

受託金 5.1%

会費 7.7%
補助金 25.1%

介護保険等
41.5%

支 出
居宅介護等
事業
39.3%

法人運営事業
24.1%

自販機設置事業 0.2% 基金運営
事業他
2.6%資金貸付事業 1.0%

県社協・一宮市受託事業 1.3%
日常生活自立支援事業 1.5%
ボランティアセンター
活動事業 1.6%
共同募金配分金事業 5.4%
相談支援事業 7.1%

居宅介護支援事業 8.1.%

ふれあいのまちづくり
推進事業 7.8%

収 入

ひ   と  ごと

基 本 方 針
１　福祉ニーズへの対応

２　地域福祉活動の推進

平成31年度 社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 事業計画書 ３　介護サービスの充実

５　法人運営の強化

４　安定した相談支援体制の確立
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居宅介護支援事業 8.1.%

ふれあいのまちづくり
推進事業 7.8%

収 入

ひ   と  ごと

基 本 方 針
１　福祉ニーズへの対応

２　地域福祉活動の推進

平成31年度 社会福祉法人 一宮市社会福祉協議会 事業計画書 ３　介護サービスの充実

５　法人運営の強化

４　安定した相談支援体制の確立
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　学校や学年の異なる子どもが互いに協力し合い、体験学習を行いながら
「ふくし ～ふだんの くらしの しあわせ～」について学びます。

対　　象　市内の小学5・6年生
定　　員　20名（応募多数の場合は抽選）
参 加 費 　無料
申し込み　6月3日(月)～14日(金)までに尾西支部へ
　　　　 （℡63-4800またはFAX61-2970）
【申し込みに際しての注意】
・原則、全日程の参加とさせていただきます。
・申し込みは児童と保護者がよく相談し、必ず保護者が行って下さい。

令和元年度 講座・教室一覧令和元年度 講座・教室一覧
5月5月 8月8月

11月11月

2月2月

3月3月
未定未定

かわいい「いちぴょん」がダウンロードできます！

いちぴょんが市内イベントに参加します！

かわいいポーズは随時追加予定！

くわしくは本会ウェブサイトをご覧ください。

138sk

※都合により、時期や内容を一部変更する場合があります。

（都合により、内容や場所を一部変更する場合があります。）（注）どちらか1日のみの参加でも可

声で伝えるボランティア講座
手話奉仕員養成研修（基礎編）

全10回
全25回

福祉レクリエーション講座②
ちょこっと助け合いボランティア
養成講座

視覚障害者ガイドヘルプ講習会

全2回

全1回

全1回

はじめての手話（昼）
おもちゃドクター養成講座

全10回
全3回

6月6月

7月7月

福祉レクリエーション講座①
点訳講習会
傾聴ボランティア養成講座
手話奉仕員養成研修（入門編）

全2回
全10回
全3回
全20回

夏休みこども手話教室
夏休みこども点字教室
文字で伝えるボランティア講座
（前期）こども
　　ボランティアスクール
夏休みこども盲導犬教室
ちょこっと助け合いボランティア
養成講座

全5回
全5回
全5回

全4講座
全1回

全1回

防災ボランティアコーディネーター
養成講座 全2回

ふれあい・いきいきサロンリーダー
養成研修
（後期）こども
　　ボランティアスクール

回数未定

全4講座

びさいまつり
会場周辺④赤い羽根共同募金の街頭募金をお手伝い！9：30～12：0010月26日(土)

（注）  27日(日)

尾西庁舎5階③目や耳の不自由な人と一緒にカレーを作って食べよう！9：30～15：009月1日(日)

尾西庁舎6階②盲導犬について学ぼう！
※別に開催する「夏休みこども盲導犬教室」にスクール生として参加

尾西庁舎4階①お年寄りになってみよう！
9：30～15：307月24日(水)

※弁当持参

会　場体　験　内　容日　時

『【前期】こどもボランティアスクール』
開講のお知らせ

みんなに会いに行くよ！
イベントに誘ってね♪

※貸し出し、詳細については応相談

表彰式に参加したよ♪
受賞したみんなおめでとう！

最近話題のあの曲も踊ってみたよ♪
動画はブログにあるからのぞいてみてね！

市内のショッピングモールで
赤い羽根共同募金活動をしたよ♪
みんなの思いが伝わるといいな！

問合せ　℡ 85-7024 　
総務管理グループ

目や耳の不自由な方とカレー作り
昨年度の様子
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・原則、全日程の参加とさせていただきます。
・申し込みは児童と保護者がよく相談し、必ず保護者が行って下さい。

令和元年度 講座・教室一覧令和元年度 講座・教室一覧
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3月3月
未定未定

かわいい「いちぴょん」がダウンロードできます！

いちぴょんが市内イベントに参加します！

かわいいポーズは随時追加予定！

くわしくは本会ウェブサイトをご覧ください。
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※都合により、時期や内容を一部変更する場合があります。

（都合により、内容や場所を一部変更する場合があります。）（注）どちらか1日のみの参加でも可
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全5回
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ふれあい・いきいきサロンリーダー
養成研修
（後期）こども
　　ボランティアスクール

回数未定

全4講座

びさいまつり
会場周辺④赤い羽根共同募金の街頭募金をお手伝い！9：30～12：0010月26日(土)

（注）  27日(日)

尾西庁舎5階③目や耳の不自由な人と一緒にカレーを作って食べよう！9：30～15：009月1日(日)

尾西庁舎6階②盲導犬について学ぼう！
※別に開催する「夏休みこども盲導犬教室」にスクール生として参加

尾西庁舎4階①お年寄りになってみよう！
9：30～15：307月24日(水)

※弁当持参

会　場体　験　内　容日　時

『【前期】こどもボランティアスクール』
開講のお知らせ

みんなに会いに行くよ！
イベントに誘ってね♪

※貸し出し、詳細については応相談

表彰式に参加したよ♪
受賞したみんなおめでとう！

最近話題のあの曲も踊ってみたよ♪
動画はブログにあるからのぞいてみてね！

市内のショッピングモールで
赤い羽根共同募金活動をしたよ♪
みんなの思いが伝わるといいな！

問合せ　℡ 85-7024 　
総務管理グループ

目や耳の不自由な方とカレー作り
昨年度の様子
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夏休みこども盲導犬教室夏休みこども盲導犬教室

夏休みこども手話教室（全5回）夏休みこども手話教室（全5回）

夏休みこども点字教室（全5回）夏休みこども点字教室（全5回）

ちょこっと助け合いボランティア養成講座ちょこっと助け合いボランティア養成講座

日　　時
会　　場
対　　象
定　　員
受 講 料
申し込み

6月25日～9月3日　毎週火曜日　午後1時30分～3時30分　※ただし、8月13日は除く

社会福祉協議会　本部（栄3丁目1番2号 尾張一宮駅前ビル４階）

市内在住・在勤で視覚障害者の情報保障支援に関心のある方

２０名（先着順）

無料（ただしテキスト代756円が必要です）

6月4日（火）午前9時から本部へ(℡８５-７０２４)

傾聴ボランティア養成講座（全3回）傾聴ボランティア養成講座（全3回）
日　　時
会　　場
対　　象
定　　員
受 講 料
申し込み

６月２７日～７月１１日　毎週木曜日　午後1時～４時

社会福祉協議会　大和事務所　会議室（大和町宮地花池字中道9-16）

市内在住・在勤で傾聴ボランティアに関心のある方

３０名（先着順）

無料

6月5日（水）午前9時から本部へ（℡８５-７０２４）

文字で伝えるボランティア講座（全5回）文字で伝えるボランティア講座（全5回）

申し込み
受 講 料
定　　員

対　　象

会　　場
日　　時

6月5日（水）午前9時から尾西支部へ（℡63-4800）
無料
10名（先着順）

市内在住・在勤で要約筆記に関心のある方
※「要約筆記」とは聴覚障害のある方に、話の内容をその場で文字にして伝える方法です。

尾西庁舎4階　会議室（東五城字備前12）
7月2日～30日　毎週火曜日　午後1時30分～3時30分

レクリエーションの知識や実践を学び、
今後の活動に活かしませんか？

傾聴の技術について学び、施設や在宅での傾
聴ボランティア活動に参加してみませんか？

「聞こえない言葉」を「目で見える言葉」
にして伝えてみませんか？

実際の盲導犬を見ながら、訓練方法や
正しい接し方などを学びます！

手話で自己紹介にチャレンジしてみま
せんか？

自分の好きな絵本で点字の本を作って
みよう！

自分のできる範囲で、高齢者の困りごとの
ちょこっとしたお手伝いをしてみませんか？講座受講者募集！

6月3日（月）午前9時から本部へ（℡８５-７０２４）
無料
３０名（先着順） ※両日参加できる方を優先します

市内ふれあい・いきいきサロン運営者
市内在住・在勤でレクリエーションに関心のある方

社会福祉協議会　大和事務所　会議室（大和町宮地花池字中道9-16）
６月２１日・2８日　金曜日　午前1０時～正午

申し込み
受 講 料
定　　員

対　　象

会　　場
日　　時

福祉レクリエーション講座（全２回）福祉レクリエーション講座（全２回）

点訳講習会（全１０回）点訳講習会（全１０回） 「点字って難しそう…」そんなイメージを持っている方はいま
せんか？本講座は、初心者でも安心して受講できる内容です！

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

受 講 料

申し込み

7月24日　水曜日　午後2時～3時30分

尾西庁舎6階　大ホール（東五城字備前12）

市内の小学５・６年生　盲導犬に関心のある児童

120名（応募者多数の場合は抽選となります）

無料

6月3日（月）～14日（金）までに本部へ（℡85-7024 または FAX85-7025）

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

受 講 料

申し込み

7月25日（木）・31日（水）8月7・21・28日（水）　午後1時30分～3時　※初回のみ木曜日

尾西庁舎4階　会議室（東五城字備前12）

市内の小学4年生～中学生　手話に関心のある児童・生徒

20名（先着順）

無料

6月5日（水）午前9時から尾西支部へ（℡63-4800）

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

受 講 料

申し込み

7月25日～8月29日　毎週木曜日　午後1時30分～3時30分 ※ただし、8月15日は除く

高齢者生きがいセンター2階（木曽川町黒田字西沼51）

市内の小学５・６年生　点字に関心のある児童

10名（先着順）

無料

6月3日（月）午前9時から本部へ（℡85-7024）

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

受 講 料

申し込み

7月29日　月曜日　午後1時30分～4時

尾西庁舎4階　会議室（東五城字備前12）

受講後、地域で助け合い活動をしていきたい方

30名（先着順）

無料

6月6日（木）午前9時から本部へ（℡85-7024）
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夏休みこども盲導犬教室夏休みこども盲導犬教室

夏休みこども手話教室（全5回）夏休みこども手話教室（全5回）

夏休みこども点字教室（全5回）夏休みこども点字教室（全5回）

ちょこっと助け合いボランティア養成講座ちょこっと助け合いボランティア養成講座

日　　時
会　　場
対　　象
定　　員
受 講 料
申し込み

6月25日～9月3日　毎週火曜日　午後1時30分～3時30分　※ただし、8月13日は除く
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２０名（先着順）

無料（ただしテキスト代756円が必要です）

6月4日（火）午前9時から本部へ(℡８５-７０２４)
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６月２７日～７月１１日　毎週木曜日　午後1時～４時
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３０名（先着順）
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申し込み
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対　　象

会　　場
日　　時

6月5日（水）午前9時から尾西支部へ（℡63-4800）
無料
10名（先着順）

市内在住・在勤で要約筆記に関心のある方
※「要約筆記」とは聴覚障害のある方に、話の内容をその場で文字にして伝える方法です。

尾西庁舎4階　会議室（東五城字備前12）
7月2日～30日　毎週火曜日　午後1時30分～3時30分

レクリエーションの知識や実践を学び、
今後の活動に活かしませんか？

傾聴の技術について学び、施設や在宅での傾
聴ボランティア活動に参加してみませんか？

「聞こえない言葉」を「目で見える言葉」
にして伝えてみませんか？

実際の盲導犬を見ながら、訓練方法や
正しい接し方などを学びます！

手話で自己紹介にチャレンジしてみま
せんか？

自分の好きな絵本で点字の本を作って
みよう！

自分のできる範囲で、高齢者の困りごとの
ちょこっとしたお手伝いをしてみませんか？講座受講者募集！
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申し込み
受 講 料
定　　員

対　　象

会　　場
日　　時
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市内の小学５・６年生　盲導犬に関心のある児童

120名（応募者多数の場合は抽選となります）

無料

6月3日（月）～14日（金）までに本部へ（℡85-7024 または FAX85-7025）
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対　　象

定　　員
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申し込み
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尾西庁舎4階　会議室（東五城字備前12）

市内の小学4年生～中学生　手話に関心のある児童・生徒

20名（先着順）

無料

6月5日（水）午前9時から尾西支部へ（℡63-4800）

日　　時

会　　場

対　　象

定　　員

受 講 料

申し込み

7月25日～8月29日　毎週木曜日　午後1時30分～3時30分 ※ただし、8月15日は除く

高齢者生きがいセンター2階（木曽川町黒田字西沼51）
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　皆さんは、発達障害についてどのような印象をお持ちでしょうか。発達障害は生まれつ
きの脳機能の障害で、完全に治ることはありません。心の病気でもなく、育て方や環境に
よってなるものでもありません。見た目からは分かりにくいため、誤解されてしまうこと
が少なくない障害です。
　今回は、愛知県キャラバン隊ネットワークに加盟し、発達障害に対する理解を広める活
動をされている「一宮発達障害キャラバン隊『にじいろ』」の石田さんに、その活動などにつ
いてお話をうかがうことができました！

　住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らしていくために、今できていること、これから必要な
ことは何かを地域の方のご意見をもとに、体制づくりをすすめています。
　今回は、おでかけ広場（通いの場）と買物支援の取り組みとちょこボラサービスの紹介です。

　高齢者のみなさんをはじめ、地域のみなさんが気軽に
立ち寄れる住民主体の交流の場です。住みなれた地域で
健やかに生きがいをもって生活できるようにとの願いか
ら立ち上げられました。一宮市に認定されると表示サイ
ン（懸垂幕）が渡され、パンフレットやウェブサイトで広く
情報提供されます。
　今回は、木曽川老人いこいの家で毎週水曜日午前10時
30分～11時30分に開催されている昭和クラブさんをご
紹介します。

　今年度４月より西成連区では、初め
て町内会と社会福祉法人が協働して
買物支援を開始しました。
　初回は、14人の参加があり、社会
福祉法人たんぽぽ福祉会地域密着
型特別養護老人ホームたんぽぽ鴇の
里の車輌で、近隣のスーパーへ買物
に出かけました。今後も定期的に開
催予定です。（毎週月曜午前）

　高齢者の日常生活の中で、ちょこっとしたお困りごとを住民同士で助け合うサービスで、平成
29年7月より実施し約2年たちました。登録者は利用会員200名、協力会員は100名を超えてい
ます。依頼内容は、草取りや庭木の枝払い、窓拭きや電球のかさ掃除などです。脚立に上っての作
業や腰を屈めて行う作業ができなくなったため、利用される方が多いです。その他にも、服の裾上
げや家具の修理などもできる範囲で行っています。利用料は30分以内300円となっており、1回
の作業が1時間30分程度で終わるちょこっとしたお手伝いを行っています。
　このサービス実施にあたり、欠かせないのが協力会員の存在です。今までのキャリアを活かし
たり、自分のできる範囲で地域のために活動した
いと、みなさんそれぞれの想いをもって活動され
ています。協力会員として活躍してみたいと思わ
れた方、ぜひ社会福祉協議会本部（℡85-7024）
までご連絡ください。

「暮らしやすい共生のまちづくりを目指して。」

支えあい通信支えあい通信まちかど情報局まちかど情報局

　わたしたちは、発達障害を抱えた人たちのことを、
疑似体験などを通して分かりやすくお伝えしながら、
ひとりでも多くの方に発達障害のことを知っていた
だくことを目的に活動しています。互いに理解を深
めていくことで、障害があってもなくても暮らしや
すいまちになるよう啓発活動を行っている、発達障
害を抱えたこどもを持つ保護者の団体です。

　主な活動は、依頼をいただいての出張公演です。
一宮ではこれからですが、近隣キャラバン隊のこれ
までの実績として、障害福祉サービス事業所の支援
者や保育士・教職員、保護者の方に向けての研修を
行っています。他にも福祉実践教室や夏休みの福祉
体験教室等で活動しています。もちろん一般の方か
らのご依頼も承ります。

どんな活動をされていますか？

　メディアなどを通して身近になってきた発達障害ですが、詳細や関わり方が分からな
いことでまだまだ偏見の多い障害となっています。知ることで不安は軽減されます。ま
た、子育てのヒントもたくさん見つかると思います。
　お互いのカラー（個性）を認め合いながら、暮らしやすい共生のまちづくりのお手伝い
をしていきたいと思います。
　公演のご依頼、お問合わせはメールにてどうぞ。

市民の方へ一言

 メールアドレス　nijiiro2019ichinomiya@yahoo.co.jp
一宮発達障害キャラバン隊　にじいろ　　代表　石田

『みんなちがって　みんないい』
人はそれぞれカラー（個性）を持っています。視力の悪い人が眼鏡をかける

ように、ちょっとした工夫で生きやすくなる人たちがいます。

不器用さの疑似体験（軍手をして折り紙をする）

昭和の懐かしい
音楽を聴きながら、
昔を思い出し、
脳もイキイキ♪

昭和の
懐かしい道具も
展示しています

通いの場の
情報が満載！

粗大ゴミの搬出 窓拭き

おでかけ広場とはおでかけ広場とは 買物支援
（西成連区張渕町内）

買物支援
（西成連区張渕町内）

ちょこボラサービスとはちょこボラサービスとは

 一宮発達障害キャラバン隊
「にじいろ」

 一宮発達障害キャラバン隊
「にじいろ」

主な公演内容（所要時間：約 1 時間 30 分）

①詩の朗読
②障がいの説明
③体験してみましょう
・どんな風に聞こえているの？
・うまく出来ないってどんな気持ち？
・言われていることが分からないって
　どんな気持ち？？？
④子の思い
⑤親の思い
⑥『ひび割れ壺』のお話

問合せ：
市役所高年福祉課
（℡28-9151）

「一宮発達障害キャラバン隊『にじいろ』」とは？
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いちのみや福祉ジョブフェスタ 2019
～みらいに  　 を～

美容ボランティアによる

美容ボランティア「美西グループ」による美容奉仕を行います。
髪を整えて、こころも身体も気分転換しませんか？

　日　　時　6月24日（月）　午前9時～11時
　場　　所　尾西庁舎4階会議室（東五城字備前12）
　対 象 者　市内在住・在勤・在学の障害者手帳所持者
　　　　　　要介護1～2の認定を受けている方
　　　　　　市役所生活支援相談室に相談している方
　定　　員　35名（先着順）
　料　　金　無料
　申し込み　6月3日（月）から14日（金）まで尾西支部へ（℡63-4800）
　そ の 他　送迎はできませんので、会場まで直接お越しください。
　　　　　　簡単なカットのみで洗髪はありません。

　愛知県社会福祉協議会が主催する「福祉体験作文コンクール」の入選作品が発表されまし
た。県内の小・中学校および高等学校から689編の応募があり、入選28編のうち一宮市から
6編が優秀作品に選ばれました。みなさんの作品は、一宮市社会福祉協議会のウェブサイト
に掲載していますので、ぜひご覧ください。

福祉体験作文コンクール 入選のお知らせ

善意のご寄付ありがとうございました

災害義援金へのご協力ありがとうございました  逢 

平成30年度

（平成30年度時点の在籍学校・学年）

中島小学校　　１年　水野　陽遥 さん　　　西成小学校　　２年　小澤　奏仁 さん
丹陽西小学校  ３年　小林　れい さん　　　今伊勢小学校　３年　深見　奏音 さん
萩原小学校　  ６年　岩田　麻宏 さん　　　葉栗小学校　  ６年　鈴木　心夢 さん

入 選 者

　お寄せいただきました義援金は、被災都道府県共同募金会を通して、全額被災されたみな
さまへお届けいたします。以下の義援金は引き続き窓口にて募集しております。
　・平成28年熊本地震災害義援金
　・平成30年7月広島県豪雨災害による義援金
　・愛媛県豪雨災害による義援金　
　・平成30年7月岡山県災害義援金
　・平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

平成30年12月1日～平成31年3月31日現在

合計 2,382,647円
（敬称略・50音順）

愛知県立一宮北高等学校　/　（一財）浅井積徳会　/　一宮市グラウンド・ゴルフ協会
一宮市職員労働組合　/　エス・ビー建材（株）　/　起工業高等学校　生徒会　/　きそ川すいせん会
岐阜信用金庫　/　古金町1丁目町内会　/　金剛プラザ幼稚園PTA　/　清水建設（株）一宮地区職長会
丹陽地区商工発展会　/　チャーチル会一宮　/　中部経済新聞社　尾張支社
豊田合成（株）尾西工場　/　尾西信用金庫　/　森靖夫　/　（一社）ヤマコ納骨堂協会
ユニー（株）アピタ木曽川店　/　ユニー（株）テラスウォークアピタ一宮店　/　ユニー（株）ピアゴ伝法寺店
ユニー（株）ピアゴ尾西店　/　ユニー（株）ピアゴ妙興寺店　/　ユニー（株）ピアゴ大和店
料理教室　男の料理・和の会・ニコニコ教室・楽しいクッキング　/　他匿名5件

『ヘアカット』開催!

「グランドソフトボール」

　 昨年に引き続き、今年も開催します！市内の障害福祉事業所がブースを出展し、仕事の紹介、
相談を行います。資格や経験が無くても大丈夫。福祉の仕事に興味のある学生さん、子育てが
一段落したお母さんなど、どなたでも大歓迎です！また、ステージ企画やスタンプラリーなど、
楽しい企画も盛りだくさんです。ぜひお気軽に遊びに来てください♪

　　　　　７月７日（日）　午前10時～午後3時
　　　　　尾張一宮駅前ビル（ｉ-ビル）3階　
　　　　　シビックテラス（栄3丁目1番2号）
　　　　　一宮市障害者自立支援協議会　生活支援部会
　　　　　無料
　　　　　一宮市障害者自立支援協議会　生活支援部会　事務局
　　　　　（市役所福祉部福祉課　障害福祉グループ内　担当：今木　℡28-8619）

日 時
会 場

主 催
参 加 費
問 合 せ

　いよいよ東京オリンピック開催まであと 1 年。皆さんもうご存知かと思いますが、パラリン
ピックも開催されます。そこで今回から、色々な障害者スポーツについて紹介していきたいと
思います。
　今回は、「グランドソフトボール」を紹介します。
グランドソフトボールは、視覚障害者が行う競技で
す。「転がしソフトボール」という呼ばれ方もします。
ハンドボールと似たようなボールを、全盲または、
目隠しした状態の投手が投げます。音を頼りに、
打ったり、守ったり･･･。視覚障害者だけでなく、
多くの方が楽しむことができます。市内では、毎年
GWに「いちい信金スポーツセンター（県営一宮総合
運動場）」で、中日本愛知大会が開かれ、今年も白熱
した試合が繰り広げられました。

障害者スポーツの紹介
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医療的ケアが
必要な人が利
用できるサービ
スを、ライフス
テージごとにま
とめたマップの
作成

いのちの木

ボランティア紹介リレー
“医療的ケア”ってご存知ですか？？

＊医療的ケアネットワークの取り組み＊

　医療的ケアとは、たんの吸引や鼻などから管を通して栄養剤を入れる経管栄養など、在宅で家族が
日常的に行っている医療的介助行為を、医師法上の「医療行為」と区別する言葉です。医療技術が進
歩し、今まで救えなかった命が救えるようになり、医療的ケアが必要な方が増えている現状がありま
す。一宮市障害者自立支援協議会では、平成26年から医療的ケアが必要な方を支えるネットワーク
作りを目的に、医療的ケアネットワークを立ち上げました。年4回、医療、福祉、教育など様々な機関が
集まり、課題の共有や検討を行っています。

　この他にも、特別支援学校や医療的ケアを行う福祉事業所の見学を行いました。会議で検討し
たことをもとに、様々な取り組みをしています。医療的ケアネットワークは、医療的ケアが必要な方
やその家族を地域で支えることができる地域づくりを目指して活動していきます。

「ありんこ」とは？
 障がいのある方々に、パソコンの楽しさを知ってほしいとの思いから、平成11年に設立して、今年、
20周年を迎えました。設立当時は、視覚障がいの方が対象でしたが、現在は、聴覚・肢体不自由・心的
障がい等の方々も参加しています。団体名の由来は、一人ひとり「ありのままでいい」との思いを込め
て、「ありんこ」にしました。 

主な活動は？
　パソコンやスマートフォン、タブレット等の導入・活
用・購入等の支援を行っています。決まったカリキュラ
ムで勉強するのではなく、それぞれがやりたいことに取
り組み、わからないことを会員同士で指導・支援します。
また、テーマを決めて学習する特別講座も年4回開催
しています。その他に、花見やバス旅行、誕生会、忘年
会等の親睦行事にも力を入れています。

活動のやりがい・魅力は？
　活動に参加した方が、夢や目標を見つけて楽しく日々を過ごしている姿を見ると、この活動をして
いてよかったと思います。また、日々の勉強会やたくさんの親睦行事を通して、仲間をつくり、絆を深
めることができることが「ありんこ」の魅力です。

市民の皆様へひとこと
　パソコンやスマートフォン、タブレット等は障がいを補い、生活を豊かにするツールとなり得ます。こ
れからも多くの方に、使い方・魅力を知っていただき、みなさんのやりたいことや夢の実現のお手伝い
をしたいと思います。パソコン等を持っていなくても大丈夫ですので、興味のある方は社会福祉協議
会へご連絡ください。（℡ 85-7024）

取材を終えて
　会員のみなさんが、和気あいあいと話をしながら手際よくパソコンを使っている姿が印象的
でした。そして、活動に参加して仲間がたくさんできたというお話を聞き、「ありんこ」さんがみ
なさんの集いの場になっていることを感じました。これからも学習の場であり、楽しく集える「こ
ころのオアシス」であり続けてほしいと思います。

【活動場所】思いやり会館　【活動時間】10：00～15：30
・火曜日　視覚障がい者対象
・水曜日　視覚障がい者・導入学習修了者対象
・木曜日　聴覚・肢体不自由・知的・精神障がい者対象

ブリッタ・テッケントラップ/作・絵　森山　京/訳　ポプラ社

　ある日、森に住む年老いたキツネが旅立ちました。仲間たちにとって特別な存在だ
ったキツネの死に悲しみますが、やがてそれぞれがキツネとの思い出を語りはじめま
す。すると、キツネが横たわっていた場所から小さなオレンジ色の芽が出てきて、や
がてみんなを包み込むほど大きな木になりました。
　誰しも、いつか愛する人との別れを経験します。でも大切な人は形を変えて、思い出とともにいつまでも心
の中で生きることができ、見守ってくれています。いのちのあたたかみが、まっすぐ伝わってくる作品です。

おすすめふくしの本 図書館で借りる
ことができます。

ひだまり ありんこ

第17回

今回は、『ひだまり』からの紹介で、『ありんこ』をご紹介します。

障害者相談支援センターだより

平成28年7月 又村あおい氏の講演
「重症心身障がい児者と家族が住みよい地域を目指す」

平成29年6月 一宮市民病院小児科部長三宅能成氏
の講演とシンポジウムの2部構成で開催

平成31年2月 福祉事業所で働く看護師が少なく、悩み
の共有が難しいとの声から、看護師の交流会を開催

ライフステージマップの作成 講演会の開催

第２回医療的ケアネットワークシンポジウムの開催 福祉ナース交流会

今年 4 月より始動おもちゃ病院が立ち上がりました！
　昨年度「おもちゃドクター養成講座」を受講された方が中心となり、
『一宮おもちゃ病院138』が立ち上がりました。
　下記のとおり開院していますので、おもちゃの修理を依頼したい方、
活動に興味のある方はぜひお立ち寄りください。
　　　 ： 毎月 第1日曜日　午前10時～午後3時
　　　 ： 社会福祉協議会 大和事務所 会議室
　　　　　（大和町宮地花池字中道9番地16）

日 時
会 場

20周年記念祝賀パーティー

勉強会の様子

※電子ゲームなどメーカーで修理できるもの、危険なおもちゃ、高価なおもちゃ、おもちゃではないと判断されるものは対象外

修理費は原則無料！！
※部品代として実費を
　いただく場合もあり
　ます。
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①菱川　将希（ひしかわ　まさき）
②銭湯めぐり
③からあげ、ラーメン
④穏やか
⑤地域の方々が幸せに過ごせるお手
伝いをさせていただきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。

今春、新たに３名が一宮市社会福祉協議会の職員として加わることになりました。
皆さんに早く顔と名前を覚えていただくため、簡単ですが紹介させていただきます。

第７回「仕事机と車いす」
　今回は、私の普段の仕事場について紹介します。私は自分の車いす
に乗ったまま仕事をしているので、机は高さが調整されており、幅が普通より広いものを使用しています。
電話は、通話中に移動しやすいようＰＨＳに変えました。厚いファイル類は、目の高さくらいの可動式のラック
ワゴンに立てて、机の横に設置しています。出し入れの負担が少なく、とても便利です。
　振り返ると、周りの方からの提案がきっかけで仕事場の改善点に気づくことが多かったように思います。
不便なこと、不得意なこともありますが、普段から「大変そうだから」との気配りで、より良い環境をつくって
いただき、本当にありがたいです。（小鹿）

　昨年の11月10日（土）の午前10時～午後3時、『みんな集まれ！神山ワンデーパフォーマー2018』
が尾張一宮駅前ビルのシビックテラスで開催されました。大正琴、落語、南京玉すだれ、歌謡舞踊、フ
ラダンス、ストリートダンス、空手演武、少林寺演武、ゴスペル、コーラスなど盛りだくさんでした。参
加団体は地域に住む住民です。
　主催は、神山連区地域づくり協議会と神山公民館で、今回が5回目です。出演団体は13団体、出演
者は184名、観客は約500名、ボランティアスタッフは前日準備と当日で47名です。
　当日は天候にも恵まれ、幼稚園児から高齢者までの出演者が日頃の練習の成果を披露しました。
地域に住む出演者の家族や友人、関係者が大勢会場に足を運びました。最後は、場内全員でもみじを
合唱して終わりました。
　イベントを支える「神山公民館魅力ある地域づくり部」の武内部長にお話を聞きました。
　「神山ワンデーパフォーマーが５年も続けてこられたのは、多くのボランティアスタッフと出演して
くださる方々のお陰と感謝しております。今年も
１１月２日（土）に開催予定です。観覧は無料、どな
たでもご覧になれます。神山ひろば7月号と連区
のホームページで出演者を募集します。連区在住
の方のご応募をお待ちしています。」
　パフォーマーも観客もそして支援するスタッフ
も一緒になってワンデーを楽しんでいます。

　一宮マザーズアンサンブルは、13年間の活動期間中に保育園・幼稚園・小学校・福祉施設等への訪
問演奏活動をのべ159回行ってきました。
　演奏活動を通じて約32,000名の方々と音楽を通じ交流を深めてこられました。かくいう私も公演
を聴かせていただいたことがあり笑顔にさせてもらえた一人です。
　しかしながらこの「一宮マザーズアンサンブル」が今年６月をもって団を閉じるという知らせを聞き、
名残惜しさを感じました。でも、同時に「ファミリーアンサンブル おとのは」として形と名前を変えて心
機一転再出発をするという知らせも聞き、更なる発展を願い、陰ながら応援させていただきたいと思
っております。
　一宮マザーズアンサンブルとしての最後のコンサート。皆様のご来場よろしくお願いいたします。

①末松　良基（すえまつ　よしき）
②野球、カラオケ
③オムライス、パスタ、ラーメン
④温厚
⑤笑顔で明るく、そして業務に対して
誠実に。地域の方々に信頼していただ
けるよう頑張ります！

①坪井　香澄（つぼい　かすみ）
②旅行、映画鑑賞
③みかん、たこ焼き
④好奇心旺盛
⑤明るく笑顔で業務に取り組み、地域
に貢献できるよう努力していきます！

令和元年度 新入職員紹介

神山ワンデーパフォーマー
～老いも若きもステージで～

どうぞよろしくお願いします。

①氏名
②趣味
③好きな食べ物
④性格
⑤コメント

情報公開施行細則に基づき、平成30年度の状況を公開します。
申出件数14件、公開件数13件（全公開3件、部分公開10件）、非公開1件文書公開の実施状況（平成30年度）

ワンデーパフォーマーを支援するスタッフ一同

編集ボランティアのページ編集ボランティアのページ

車いす使用の職員発
信

一宮マザーズアンサンブル
ファイナルコンサート

令和元年6月23日（日）
福祉実践教室を開催しています!!

　本会では、市内の小・中学校62校で「福祉実践教室」を実施しています。この事業は、障害者やボランテ
ィアの方々に講師になっていただき、児童・生徒のみなさんに福祉に関する体験していただくものです。
今年度から地域包括支援センターの協力を得て『認知症理解』という新しい科目が加わります。車椅子、
手話、要約筆記、点字、視覚障害者ガイドヘルプ、高齢者疑似体験と合わせて、全部で7科目になります。

　この体験が児童・生徒のみなさんに、ふだんのくらしのしあわせとは何か、今の自
分たちに出来ることは何か、何をしたら良いのかを改めて考える機会になるよう実施
しています。児童・生徒のみなさんが、同じ地域に住む高齢者や障害のある方たちに
対して思いやりの心を持って接することができるよう期待しています。

開場　13時　開演　13時30分　尾西市民会館（入場無料）
ダンスメドレー（ダンシングヒーロー、USA、YMCA）
ジャパニーズグラフィティーⅣ（加山雄三特集）
エル・クンバンチェロ　童謡メドレー　エビカニクス　他

たくさんの方のご来場 お待ちしております

末松　　坪井　　菱川

●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

（表紙について）

152019（令和元）年 6月　いちのみやの社会福祉14 2019（令和元）年 6月　いちのみやの社会福祉



①菱川　将希（ひしかわ　まさき）
②銭湯めぐり
③からあげ、ラーメン
④穏やか
⑤地域の方々が幸せに過ごせるお手
伝いをさせていただきたいと思ってい
ます。よろしくお願いいたします。
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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

Topicsトピックス

●平成31年度事業計画・予算
●講座・教室案内
●まちかど情報局
●ボランティア紹介リレー

●いちぴょんイベント参加！
●講座受講者募集
●支えあい通信
●新人職員紹介

いちのみやの
2019
月号

No.43

福祉のまちづくり
（ 6月・10月・2月発行 ）一宮市社会福祉協議会

6

い
ち
の
み
や
の

今年度から、福祉実践教室の科目数はい
くつになったでしょう？ ヒント 14ページ
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 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。
【令和元年 6月28日 ( 金 ) 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
2月号クイズ当選者発表（応募総数 78通）
加茂様（萩原町）柴垣様（朝日）高間様（木曽川町）水越様
（大和町）森井様（千秋町）おめでとうございます。
クイズの答え：16人

図書カード
￥1,000

　対象者：身体に障害のある方、けがや旅行などで
　　　　　一時的に必要な方に無料でお貸しします。

　尾西支部・木曽川支部・大和事務所の会議室やボランティア室の貸し出しを行っています。

　高齢者疑似体験セットなど
の福祉用具や、レクリエーシ
ョン用具、マイクセットなど
の貸し出しを行っています。

● ちょこボラ協力会員　
　自分のできる範囲で、困っている高齢者に、
“ちょこっと”したお手伝い。（P9 参照）
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 一芸ボランティア
　施設やサロンなどで、歌や踊り、手品などの披
露や、小物作りの指導など。
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 家庭体験ボランティア
　児童養護施設で生活する児童を１週間程度ご
家庭へ迎え入れ。
【問合せ】尾西支部 ℡63-4800

● おもちゃ図書館運営ボランティア
　市内に２か所（浅井町、丹陽町）あるおもちゃ
図書館で、受付やおもちゃの作成など。
【問合せ】本部 ℡85-7024

★ 車椅子の貸し出し

★ 会議室の利用

★ 用具の貸し出し

あなたの力を
貸してください !!

登録すると、ボランティアに関する情報発信のほか以下の特典もあります

貸出
用具の
一部

new new new

ドコデモピンポン 漢字博士　入門偏 将棋
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勤務時間、休日は応相談
＊初心者も大歓迎 ＊正職員への登用制度あり
資　格 ： 初任者研修修了者（旧２級ヘルパー）
　　　　以上又は介護福祉士
時　給 ： 身体介護／1,500円 生活援助／1,100円

市内の福祉・保健・医療関係者の皆様へ

広告募集中

訪問介護員募集！
広告

(ホームヘルパー)

週1日、1日1時間からでもＯＫ、資格を活かしませんか。

★各種手当、処遇改善一時金、研修制度、有給休暇制度などあり★
まずはお気軽に
お電話下さい。☎８５-９９６３

社会福祉法人一宮市社会福祉協議会  いちのみや指定訪問介護事業所  
一宮市東五城字備前１２（一宮市尾西庁舎４階）

【掲 載 枠】1枠 縦55㎜×横80㎜ 
【掲 載 料】1回 1枠 ： 20,000円

最大4枠
複数枠掲載可

※広告掲載に関するお問い合わせは、本部(℡ 85-7024)まで

一宮市社会福祉協議会会員募集のお願い
一般会員（個人･世帯） 年額 1口 500円
法人会員 年額 1口 1,000円
団体会員（町内会･自治会等） 年額 500円×世帯数口

ご協力よろしくお願いします。

集められた会費は、
各連区に設置されて
いる社会福祉協議会
支会に全額還元し、
地域の福祉活動に役
立てられています。

視覚障害者ガイドヘルプ

手話体験の様子
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