
歯科・小児歯科

診療時間

休診日：木曜、日曜、祝日 ※祝日のある週の木曜日は診療します
☎ 0586-24-1206 一宮市白旗通1-2

名鉄バス「印田」下車、西へ徒歩2分、サラダ館様のお向かいです

9：00～13：00
（午前の受付は12：30まで）

15：00～19：30
（午後の受付は19：00まで）

月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ／ ● ● ／

● ● ● ／ ● ● ／
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「赤い羽根共同募金街頭募金」を実施します！

赤い羽根共同募金運動が始まります

※感染症対策を講じながら実施を予定しておりますが、状況に応じて中止する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 お近くにお寄りの際は、ご協力お願いいたします。

10月  1日（金）
10月  3日（日）
12月12日（日）

尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺
尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺
市内スーパー、商業施設など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

対 象 者 ：身体に障害のある方、けがをされた方など
　　　　　一時的に利用が必要な方にお貸しします。
利 用 料 ：無料
貸出場所：本部・尾西支部・木曽川支部・大和事務所

　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
お手伝いをしてみませんか？
　企業・法人会員も募集中
【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
の指導などを行ってくださる方
を募集中
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 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をしてく
ださる方を募集中
【問合せ】本部 ℡85-7024

★ 車いすの貸し出し

★ 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

非接触型温度計 サーキュレーター ぶらんこバランスゲーム

今年のいちのみやボランティアフェスティ
バルのテーマは、～今だからできること〇
〇〇〇〇〇〇〇〇のかたち～　この〇に入
る言葉は何でしょうか？ ヒント 6ページ
ご応募いただいた方の中から抽選で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3年10月29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

６月号クイズ当選者発表（応募総数95通）竹内様
（大和町）榎本様（大和町）加藤様（丹陽町）寺沢様
（千秋町）𠮷村様（開明）おめでとうございます。
クイズの答え：支え合う

図書カード
￥1,000

●令和2年度事業報告・決算報告
●いちのみやボランティアフェスティバル2021
●災害ボランティアセンター

●赤い羽根共同募金
●支えあい通信
●ボランティア紹介リレー

広告
診療科目

市内の福祉・保健・
医療関係者の皆さまへ

広告募集中
【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

syakyo-223
取り消し線

syakyo-223
テキストボックス
10月3日の街頭募金は中止いたします。



支　出 （単位：円）

居 宅 介 護 等 事 業
法 人 運 営 事 業
居 宅 介 護 支 援 事 業
地 域 福 祉 活 動 事 業
相 談 支 援 事 業
貸 付 事 業
共同募金配分金事業
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助事業
一 宮 市 受 託 事 業
ボランティアセンター活動事業
自 販 機 設 置 事 業
基 金 運 営 事 業 他
当期末支払資金残高

合　　　計

229,779,624
161,528,298
55,065,569
53,790,222
42,739,359
32,819,400
28,228,893
9,119,056
7,678,213
6,371,525
1,688,012
27,931,527
221,937,437
878,677,135

収入決算額 878,677,135 円収入決算額 878,677,135 円

支出決算額 878,677,135 円支出決算額 878,677,135 円

　去る6月4日に理事会、6月24日に評議員会を開催し、令和2年度 事業報告及び決算
について承認を受けました。
　令和2年度は、コロナ禍での事業実施となり、感染予防対策や開催方法の変更など検
討を重ねながら行いました。
　なお、詳細については、本部・支部の事務所、またはウェブサイトにてご覧いただ
けます。

令和2年度 決算額
収　入 （単位：円）

合　　　計

介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等
補 助 金
受 託 金
会 費
共 同 募 金 配 分 金
寄 付 金
貸 付 事 業
そ の 他
前期末支払資金残高

246,965,738
140,241,083
63,536,441
53,387,550
31,051,813
15,555,798
474,722

110,999,650
216,464,340
878,677,135

支 出

収 入

介護保険・
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等

28.1%

補助金
16.0%

受託金 7.2%

会費 6.1%

共同募金配分金 3.5%

貸付事業 0.1%
寄付金 1.8%

その他 12.6% 前期末支払資金残高
24.6%

居宅介護等事業
26.1%

法人運営事業
18.4%

居宅介護支援事業 6.3%

当期末支払資金残高 25.3%

地域福祉活動事業 6.1%

貸付事業 3.7%

相談支援事業 4.9%

共同募金
配分金事業 3.2%

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用
援助事業 1.0%

一宮市受託事業 0.9%

ボランティアセンター
活動事業 0.7%

自販機設置事業 0.2%

基金運営事業他 3.2%

令和2年度　事業報告 ・決算報告

主 事な 業
ボランティアセンター活動事業

○登録者数　　310グループ（11,381名）
                    個人 62名
○ボランティア養成講座の実施　　　　
　　傾聴ボランティア養成講座　　　　　  15名
　　視覚障害者ガイドヘルプ講習会　　　　 6名
○ボランティア活動保険料の一部補助   ６,145名
○視覚障害者に声の広報を発行　　　 延べ633名

貸付事業

○生活福祉資金
　コロナウイルス感染症の影響による特例
貸付の申請受付を行いました。
　　緊急小口資金(特例貸付)　申請受付2,296件
　　総合支援資金(特例貸付)　申請受付1,056件

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うけることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精
神障害者等に福祉サービスの利用援助を行いました。  　　　　　　  利用者数　 87名

生活支援体制整備事業

　地域における支え合いの仕組みづくりの
推進を図りました。
　○ちょこボラサービス　利用会員   393名
　　　　　　　　　　　協力会員  140名
　○誰でもできる！支え合いボランティア講座

　 10名

共同募金配分金事業

○数え年100歳の高齢者へ長寿祝金贈呈　 100名
○敬老会事業の助成
○障害者スポーツ(ボッチャ)体験交流会　　 56名
○おもちゃ図書館の開設
○福祉善行児童・生徒表彰　　　　　　　　62名
○福祉推進校への協力、助成　　　　　　   66校
○生活困窮者世帯等への支援
○ふれあい・いきいきサロン活動の協力、助成
○サロンリーダー交流会　　　　　　　　　53名
○ボランティアグループへの助成　　49グループ
○満70歳以上のひとり暮らし高齢者への歳末訪問を実施

【視覚障害者ガイドヘルプ講習会】

【障害者スポーツ(ボッチャ)の体験交流会】

居宅介護支援事業

○介護認定調査
○ケアプラン作成

相談支援事業

○障害児・者等への相談支援　延べ17,907回
○サービス等利用計画の作成

居宅介護等事業

○指定訪問介護事業(介護保険)　　　　
○指定居宅介護事業(障害福祉サービス)
○移動支援事業
○育児支援家庭訪問事業　　
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支　出 （単位：円）
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について承認を受けました。
　令和2年度は、コロナ禍での事業実施となり、感染予防対策や開催方法の変更など検
討を重ねながら行いました。
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けます。

令和2年度 決算額
収　入 （単位：円）

合　　　計

介護保険・障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等
補 助 金
受 託 金
会 費
共 同 募 金 配 分 金
寄 付 金
貸 付 事 業
そ の 他
前期末支払資金残高

246,965,738
140,241,083
63,536,441
53,387,550
31,051,813
15,555,798
474,722

110,999,650
216,464,340
878,677,135

支 出

収 入

介護保険・
障害福祉ｻｰﾋﾞｽ等

28.1%

補助金
16.0%

受託金 7.2%

会費 6.1%

共同募金配分金 3.5%

貸付事業 0.1%
寄付金 1.8%

その他 12.6% 前期末支払資金残高
24.6%

居宅介護等事業
26.1%

法人運営事業
18.4%

居宅介護支援事業 6.3%

当期末支払資金残高 25.3%

地域福祉活動事業 6.1%

貸付事業 3.7%

相談支援事業 4.9%

共同募金
配分金事業 3.2%

福祉ｻｰﾋﾞｽ利用
援助事業 1.0%

一宮市受託事業 0.9%

ボランティアセンター
活動事業 0.7%

自販機設置事業 0.2%

基金運営事業他 3.2%

令和2年度　事業報告 ・決算報告

主 事な 業
ボランティアセンター活動事業

○登録者数　　310グループ（11,381名）
                    個人 62名
○ボランティア養成講座の実施　　　　
　　傾聴ボランティア養成講座　　　　　  15名
　　視覚障害者ガイドヘルプ講習会　　　　 6名
○ボランティア活動保険料の一部補助   ６,145名
○視覚障害者に声の広報を発行　　　 延べ633名

貸付事業

○生活福祉資金
　コロナウイルス感染症の影響による特例
貸付の申請受付を行いました。
　　緊急小口資金(特例貸付)　申請受付2,296件
　　総合支援資金(特例貸付)　申請受付1,056件

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うけることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精
神障害者等に福祉サービスの利用援助を行いました。  　　　　　　  利用者数　 87名

生活支援体制整備事業

　地域における支え合いの仕組みづくりの
推進を図りました。
　○ちょこボラサービス　利用会員   393名
　　　　　　　　　　　協力会員  140名
　○誰でもできる！支え合いボランティア講座

　 10名

共同募金配分金事業

○数え年100歳の高齢者へ長寿祝金贈呈　 100名
○敬老会事業の助成
○障害者スポーツ(ボッチャ)体験交流会　　 56名
○おもちゃ図書館の開設
○福祉善行児童・生徒表彰　　　　　　　　62名
○福祉推進校への協力、助成　　　　　　   66校
○生活困窮者世帯等への支援
○ふれあい・いきいきサロン活動の協力、助成
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○満70歳以上のひとり暮らし高齢者への歳末訪問を実施
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○ケアプラン作成
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○障害児・者等への相談支援　延べ17,907回
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じぶんの町を良くするしくみ。 運動期間 10 月1日～ 3月31日

赤い羽根共同募金のしくみ

43,000,000 円
　毎年、共同募金にご協力いただき
ありがとうございます。
　一宮市における共同募金の使い道
を、いくつかご紹介します。

一
宮
市
共
同
募
金
委
員
会

一宮市
社会福祉協議会

ご家庭で
戸別募金

愛知県共同募金会

学校募金

法人募金
職域募金

街頭募金
イベント募金

・愛知県内の福祉の充実
　(社会福祉施設・団体へ
　の支援など）
・災害準備金の積み立て

約18％
を配分

約82％
を配分

全額を
送金

募金活動の啓発や
運動の推進

じぶんの町を良くするために活用

法人・企業・
事業所で

児童会や生徒会で

街角やイベントで

　今年も10月1日から、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が始まります。
　皆さまから寄せられた募金は、一宮市の福祉活動への支援や県内の社会福祉施設の整備や
大規模災害時の備えなど、「じぶんの町を良くする活動」に役立てられます。
　今年度も皆さまのあたたかいご支援とご協力をよろしくお願いいたします。

令和3年度の目標額

一宮市における地域福祉活動のために、
必要な金額を算出した目標額です。

赤い羽根共同募金配分金による活動紹介

赤い羽根共同募金

障害者スポーツの普及・啓発を
支援しています。令和２年度は
ボッチャの体験交流会を開催し
ました。

高齢者の集いの場・健康づくりの場を運営
するための活動費に役立てられています。

おもちゃで自由に遊べる
場を提供し、子育ての支
援をしています。

かかりつけ医や緊急連絡先な
どを記載した救急情報を入れ
る「いちみんキット」を配付
しています。

様々な分野で活動するボランティアグルー
プへ活動費の助成や用具貸し出しなどの支
援をしています。

「募金ができる自動販売機」の設置にご協力ください
　一宮市共同募金委員会では「赤い羽根自動販売機」を設置いただける企業や施設等を募集
しています。この自動販売機は、売り上げの一部が「赤い羽根共同募金」に寄付される仕組
みとなっています。新規設置のほか、既存の自動販売機から切り替えることも可能です。

【問合せ】　一宮市共同募金委員会（社会福祉協議会内）　℡85-7024

障害者スポーツ体験交流会

ひとり暮らし高齢者
歳末訪問

ふれあい・いきいきサロンの推進

おもちゃ図書館

ボランティア活動の推進
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じぶんの町を良くするしくみ。 運動期間 10 月1日～ 3月31日
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一
宮
市
共
同
募
金
委
員
会
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職域募金

街頭募金
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約18％
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約82％
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・パネル展示
市内ボランティア団体が、コロナ禍における活動の
工夫や対策などを紹介！（24団体出展）

・クイズラリー
会場内の展示を見て、クイズを楽しもう！

・第73回赤い羽根協賛児童生徒作品
　コンクール入賞作品展示

１階

３階

西尾張ブロックボランティアフェスティバル

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年より規模を縮小して開催します。

いちのみや

ボランティアフェスティバル2021
～今だからできること　新しいボランティアのかたち～テーマ

※主催者の都合により開催が中止または、内容が変更になる場合がございます。

※会場１階への入場は事前申し込み不要ですが、当日受付での記帳が
　必要です。混雑回避のため、事前申し込みにご協力をお願いします。　　　　　　　　　　　　　　
※都合により開催が中止、または内容の変更がある場合がございます。

　 開催テーマ　心をつなぐボランティア
　　　　　　　　　　～みんなで考えよう!!今だからこそできること～
日　時：12月18日(土)午後0時30分～午後4時20分
会　場：名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)　中ホール
　　　　(稲沢市正明寺三丁目114番地)
内　容：コロナ禍におけるボランティア活動をテーマとした講演会、コロナ禍でもボランティア活
　　　　動を継続されているシンポジストの活動発表(高齢者分野・子ども支援分野・環境分野・青
　　　　少年分野)、ステージイベント
申込み・問合せ：本部　℡85-7024

今年度は
稲沢市！

　手術室の看護師が「血が止まりません。輸血が必要です！」と医師に訴える。医療ドラマで緊
迫する場面です。献血した血液が保存され、そのまま輸血されるように思えますが、輸血されて
いるのは血液製剤です。

　例えば、血が止まらない場合には止血効果がある血小板製剤を、出血等による酸素欠乏になる
と赤血球製剤を…というように。実は医療現場での輸血では、血小板製剤が半数を占めるそうで
す。
　献血バスなどで献血した血液は、瀬戸市の森の中にある東海北陸ブロック血液センターまで運
ばれ、安全な血液かどうか検査されます。副作用の原因となる白血球の大部分を除去してから、
各成分の比重の差により遠心分離をして、赤血球と血漿（けっしょう）に分けます。その後、献
血ルームの成分献血から調製する血小板と共に血液製剤として保管されます。
　そして医療機関には、隣接する愛知県赤十字血液センターから24時間体制で届けられます。

　このように、献血会場 ⇒ 瀬戸市の血液センターまで運搬 ⇒ 血液の検査、血液製剤に調製・保
管 ⇒ 医療機関に運搬という流れになります。静岡県や三重県等の献血会場からは小旅行ともなり
ますが、幸い、血漿製剤の有効期間は１年あります。
　ただ、赤血球製剤は21日間、血小板製剤は採血日を含めて4日間しか使えませんので、献血が
ストップすると供給に大きな影響が出ます。

　献血は人を助けることができる、身近なボランティアともいわれます。
　市内で献血バスを見かけた時や、名古屋駅でお時間がある時には、献
血にぜひご協力をお願いします。

 

日本赤十字社一宮市地区

＊献血バスの運行スケジュールは、愛知県赤十字血液センター
　(℡0561-84-1131)にお尋ねいただくか、同センターのウェブサイトで
　日時と献血会場が検索できます。

＊名古屋駅前には、成分献血もできる献血ルームタワーズ20
　(℡052-571-1002)や、同ゲートタワー26(℡052-589-2229)
　があります。

献血した血液の小旅行

会場 1 階観覧の
申し込みはこちらから⇒

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため例年行って
いた以下の催しは行いません

体験ラリー
抽選

ふれあい
フード
コーナー

ふれあい
バザー

日時：令和3年10月17日(日)　10:30～16:00　
会場：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）

　知的障害者施設、社会福祉
協議会職員、グループホーム
職員を経て、2014年8月に
「ご近所福祉クリエイショ
ン」を設立。支え合いの取組
みや地域でのボランティア活
動に関する講演、執筆活動を
行っている。

本部へ電話（0586-85-7024）
定員100名（先着順）※10月1日9時から受付

◇◆◇◆◇◆◇◆申込方法◆◇◆◇◆◇◆◇

講演会13:30～15:30（要事前申込）
①事例発表
　 　市内で活動中のボランティアグループから、コロナ禍での
　　 活動における工夫などを発表
②講演
　「今だからできること
　　　～新しいボランティアのかたち～」
　　講師　ご近所福祉クリエイター　酒井 保 氏

さかい たもつ

身近なボラ
ンティア

献血のおは
なし

（日本赤十字社キャラクター
ハートラちゃん）

（要事前申込）
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支えあい通信支えあい通信
誰でもできる！支え合いボランティア講座を開催しました

いちのみや・スマイル・プロジェクトが開催されました！

　7月9、16日の2日間で、「誰でもできる！支え合いボランティア講座」を開催し
ました。昨年に引き続き、地域でなぜ支え合い活動が必要とされているのかと
いう講義や、実際に地域でボランティア活動を行っている方を講師としてお招き
し、お話を伺いました。講座終了後には本会のちょこボラサービスの協力会員と
して登録された方もあり、実際の活動に一歩踏み出すお手伝いができました！

　7月17、18日にi-ビル3階のシビックテラスにて子ども達に短冊に夢を書いてもらうという企画がNPO
「元気ふれあい倶楽部」の主催で開催されました。NPO「夢テラス」（東京）が進める「夢・宇宙旅行」に賛同し
たことがきっかけであり、集まった短冊は令和3年12月から令和4年4月中にロケットで宇宙に放たれる予
定となっています。

NPO「元気ふれあい倶楽部」では他にも子ども食堂やサロンなど様々な取り組みを行っています。
ご興味のある方はご連絡ください！　【問合せ】 本部　℡85-7024

＜講座の内容＞
●講義
「助け合い活動について」
「ふれあい・いきいきサロンについて」
「地域貢献活動について」
「子ども食堂について」
「ちょこボラサービスについて」
●グループワーク
「助け合い体験ゲーム」

　2日間で1,000名以上の方が来場され、子ども達は熱心に短冊に
願い事を書いていました。願い事は新型コロナウイルスの収束を
願うものが多くあり、子ども達にも影響が広がっていることが伺
えました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で人と人との繋がりが希薄
化していますが、このイベントを通して繋がりの大切さを実感す
る機会になったのではないかと思います。

一宮北高等学校学校の福祉活動紹介
　愛知県立一宮北高等学校では平成 22年度に普通科福祉実践コースが開設され、福祉への学びを深め
ています。また、生徒会においてはボランティア活動や寄贈活動などを行い、地域や社会に向けた貢献活
動を積極的に行っています。今回は福祉実践コースの取り組みと生徒会活動の一部をご紹介します。

　　祉コースには実践・探究コースがあります。特に実践コースでは、通常の福祉科等と違い「上級
学校への進学を目指した進学対応コース」となっているのが特徴です。1年次より年間 9回の福祉に
関する講演や施設見学・校外体験学習を実施しており、将来への視野を広げる工夫がされています。
このような取り組みは全国的にも珍しく、生徒のことを第一に考えた貴重な取り組みです。

　他にも保育園や高齢者施設でのインターンシップ（２年生）など色々な体験学習を実施しています。体
験後は「ふり返りファイル」を作成し、その時に感じた気持ちや考えの変化、心に残った言葉等を記録し
ます。将来の進路選択時に何故自分がその進路を選んだのかが「ふり返りファイル」を見ることによって
明確になり、進路にも自信が持てるよう工夫がされています。

　　徒会ではボランティア情報の発信・募集・実践を行っています。また、
被災地への支援や、地域交流にも積極的に取り組んでいます。

取材を通して一宮北高等学校では様々な福祉に関する活動をしていることが分かりました。
今後も、福祉を担う人材育成の活動を応援していきたいと思います！
※新型コロナウイルス感染拡大の影響で一部中止や方法を変更して実施している活動があります。

障害者理解・義足体験
協力：松本義肢製作所

福

生

福祉車両乗車体験
協力：あいふるの里

看護師体験
協力：一宮市立市民病院

認知症サポーター養成講座
協力：地域包括支援センター
コムネックスみづほ

多職種連携について
Zoom講演
協力：老人保健施設アウン

大学生による講演・交流
協力：日本福祉大学

大学での講義・受講体験
協力：岐阜聖徳学園大学

文化祭で集まった
お金で福島県の
保育園や幼稚園
に絵本などの寄贈
活動を毎年行って
います。

地元の小学生が本校
の部活動を体験する
催し「北斗スポーツカ
ルチャーフェスティバ
ル」を毎年開催してい
ます。

（地域貢献活動についての講演） （助け合い体験ゲーム）
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善意のご寄付ありがとうございました
令和3年4月1日～令和3年7月31日現在

合計753,614円
(敬称略・順不同)

エス・ビー建材(株)　/　坂井田ビル　/　ユニー（株）ピアゴパワー妙興寺店　/
ユニー（株）アピタ木曽川店　/　ユニー（株）ピアゴ尾西店　/　ユニー（株）アピタ一宮店　/　
中部経済新聞社　尾張支社　/　椎葉利章　/　尾西朗読同好会　/　（株）大宝レックス

他匿名8件

　お寄せいただきました義援金は、中央共
同募金会や、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届けられ
ます。なお※の義援金については、引き続
き募集しておりますのでご協力をお願いし
ます。

※平成30年 7月広島県豪雨災害による義援金
※平成 30年 7月豪雨岡山県災害義援金
※愛媛県豪雨災害による義援金　
※令和 3年 7月豪雨災害義援金
・令和 3年 2月福島県沖地震災害義援金
・令和 3年島根県松江市大規模火災義援金
※令和３年大雨災害義援金

災害義援金へのご協力
ありがとうございました。

　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。
　ご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支会を通
して、敬老会や見守り活動など地域福祉推
進のための取り組みに活用させていただい
ております。

令和３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

令和 3 年 7 月 31 日現在

本紙はNo.50の節目を迎えました！
　毎年3回（6月、10月、2月）発行しております本紙「いちのみやの社会
福祉」は、地域の皆さまや編集ボランティアの方々に支えていただき、今回
でNo.50の発行を迎えることができました。
　平成17年度から、2市１町の社会福祉協議会が合併して本会の新体制がス
タートしました。以後、初めに発行した2005年(平成17年)6月号をNo.1と
して、現在に至るまで発行を続けております。これからもより分かりやすい
情報発信を心がけますので、引き続きご覧いただきますよう、よろしくお願
いいたします。

本会のウェブサイトから、最新号だけでなく
バックナンバーがご覧いただけます。
ご興味のある方は、是非ご覧ください。

2005年（平成17年）
6月号　No.1の表紙

健康についての記事を掲載します。
今回は、介護用語の新しい言葉を紹介します。 フレイル予防

「フレイル」をご存知ですか？「フレイル」とは年齢を重ねることで体や心のはたらき、社会的なつ
ながりが弱くなった状態をさします。そのまま放置すると、要介護状態になる可能性があります。
　早めに気づいて適切な取り組みを行うことで、「フレイル」の進行を防ぎ、再び健康を取り戻すこ
とができます。

〇　このような傾向はフレイルかも
　・おいしくものが食べられなくなった。
　・疲れやすく何をするにも面倒だ。
　・体重が以前よりも減ってきた。

〇　フレイルを予防するには
　　栄養の改善
　　　食事は活力の源です。必要な栄養素をまんべんなくとるためには、多様な食品・料理を食べる
　　ことが重要です。また、家族等との共食は、食事を楽しくし、食欲を増進させます。
　　　また、お口の健康（口腔ケア）にも気を配りましょう。　※入れ歯・部分入れ歯も清潔にしましょう。
　　・３食しっかりとり、食べる力を維持するために噛み応えのある食品を食べましょう。
　　・１日２回以上主食・主菜・副菜を組み合わせて食べましょう。
　　・色々な食品を食べましょう。特にタンパク質を含む食品をとるように意識しましょう。
　　・料理が大変な場合は、市販の総菜、缶詰やレトルト食品なども上手く活用しましょう。
　　・バランスの整ったお弁当であれば、主食・主菜・副菜を手軽に組み合わせることができます。
　　　できるだけおかずの種類が多いメニューを選びましょう。
　　身体活動
　　　ウォーキングやストレッチなどの身体活動は、筋肉の発達だけでな
　　く食欲や心の健康にも影響します。今より10分多く体を動かしましょ
　　う。また、筋肉量を増やすため、かかと上げ・片足立ちなど無理のな
　　い範囲で行いましょう。
　　社会参加
　　　就労や趣味、ボランティア活動（※）などで外出することは「フレ
　　イル予防」に有効です。
　　　ご自分にあった活動を見つけましょう。
　　※本会では、ボランティア活動についての相談を受け付けています。
　　　【問合せ】℡85-7024

〇　たくさん食べて、たくさん出かけて、たくさん笑いましょう。
　　　年のせいとあきらめていた体や心の衰えは予防できます。
　　　やりたいことや好きなことを続けていくために「フレイル予防」を
　　毎日の生活に取り入れ、今できることから始めてみましょう。

51,505,610 円
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ボランティア紹介リレー

取材を終えて
　今回は 100回記念の演奏会にお邪魔させていただきました。会場は客席の距離を十分にとり、演
奏者は夫婦ユニットでかつ感染対策もしっかり行われた中での開催でした。会場にはワンコイン寄
付の使い道が明確に示され、当日は賛同される方が大勢いらっしゃいました。今もなお復興を掲げ
て取り組む被災地を想う曲や、参加者が楽しめる洋楽などジャンルは様々でしたが、会場が拍手で
一体感に包まれ音楽が人を動かす力になることを肌で感じた演奏会でした。今後も音の輪会さんの
益々のご活躍を願っています。

イメイカ・
アイラン
ダース

音の輪会
第24回

今回は、『イメイカ・アイランダース』からの紹介で、
『音の輪会』をご紹介します。

被災地に向けてワンコイン寄付

活動のパネル展示

7月11日に開催された
イベントの様子

「音の輪会」とは？
　2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに、震災を忘れない
よう、音楽をツールとした地域でのつながりづくりを目的として、2013年
3月11日に「音の輪会」を発足。現地に直接行けなくても、離れた場所か
らでもできることを考えて活動をしています。

主な活動や目的は？
　東日本大震災を忘れないよう毎月11日に、演奏会やイベントを開催して
います。その際募金箱を設置し、被災地へのワンコイン寄付を実施してい
ます。コロナ禍ではラジオアプリを活用し、自宅から配信等を行っていま
す。オリジナル防災ソング「BOUSAI　GENSAI　Exercise」を作曲し、
音楽を通じて幅広い世代の方々に防災に関心を持ってもらえるよう活動し
ています。また、YouTubeチャンネルも開設しています。

活動のやりがいは？
　活動を継続してきたことで、社会貢献活動を積極的に行う企業とのタイ
アップや、地元FMいちのみやさんとの関係を構築することができ、防災イ
ベントに参加できました。これまで100回以上イベントを開催してきまし
たが、参加者から「自宅に飲料水を備蓄するようになったよ！」「3月11
日だから募金するために来たよ！」と反応があり、回数を重ねた結果、少
しずつ地域に防災意識が根付いていることを実感しました。

市民の皆様へひとこと
　毎月11日に活動することで、東日本大震災を風化させないようにしています。11日という日が防
災意識を持つきっかけとなるよう、音楽を通じて市民の皆さんと一緒になって考えていきたいです。
コロナ禍でも、「音の輪会」の音楽が、皆さんの癒しの一助となれば幸いです。また様々なイベント
を開催していく中で培ったスキルを活かして、イベントを一緒に立ち上げるお手伝いもできますので、
ぜひご相談ください。

～ボランティアと被災者をつなぐ～

▶ 災害ボランティアセンターでの活動の流れ▶ 災害ボランティアセンターでの活動の流れ

▶ 災害ボランティアセンター　Q＆A▶ 災害ボランティアセンター　Q＆A

災害ボランティアセンター
　大規模災害発生時に、被災地の復旧・復興には災害ボランティアによる支援が欠かせな
いものとなっています。そんな災害ボランティアの受け入れを行い、被災した地域や被災
者の生活の復旧・復興に向け支援を行うのが「災害ボランティアセンター」です。

　がれきの撤去や泥出し、被災家屋の掃除など、被災した方であれば誰でも無料で依頼することが
できます。もし被災され困ったときは、迷わず災害ボランティアセンターに相談してください。

災害ボランティアセンターではどんな人が活動しているの？

災害ボランティアセンターでは何を頼めるの？

　一宮市の災害ボランティアセンターは、本会とボランティア団体が運
営します。ボランティア団体のメンバーは、防災ボランティアコーディ
ネーターと呼ばれる方々です。防災ボランティアコーディネーターとは、
災害時に全国から集まる災害ボランティアの受付・整理を行い、被災者
のニーズを把握してマッチングする役割を担っています。本会では毎年、
養成講座を開催し、コーディネーター増員に努めています。

被災者からの依頼を受け付け
ます。必要に応じて、依頼促
進のチラシ配布や現地調査を
行います。

受付表とボランティア活動保
険加入カードへの記入、名札
の作成を行います。

被災者のプライバシーの保護
や寄り添うことの大切さや、
活動上の注意事項等の説明を
受けます。

① ニーズの受付 ② ボランティア受付

「被災者に『寄り添う』」と
いう気持ちを大切にしなが
ら、福祉救援活動を行いま
す。

⑥救援活動

【 養成講座の様子 】

リーダーは、活動状況と活動
の継続が必要な場合は、次の
ボランティアへの引継ぎ事項
をスタッフへ報告します。

⑦活動報告

③オリエンテーション

被災者からの依頼内容の説明
を聞き、参加したい活動に手
を挙げて意思表示し、グルー
プになります。

④ニーズとのマッチングと
グルーピング

必要な資材等の貸し出しの
チェックを受けます。また、
必要に応じてボランティアの
送迎も行われます。

⑤資材の貸出・送迎

Q
A

A
Q

前号のボランティア紹介リレーの回数に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。（正：23回、誤：22回）

図書館で借りる
ことができます。

きみがうちにくるまえ…
マリベス・ボルツ/作　ディビッド・ウォーカー/絵　木坂　涼/訳　あすなろ書房
　主人公は子犬を愛する男の子。男の子は新しい家族の一員になった子犬に聞きた
いことがたくさんあります。「きみはうちにくるまえ、どこでなにをしていたの？」
　物語の中に出てくる子犬は、ひとりぼっちで路上にいるところを施設に「保護」さ
れた犬でした。保護されるまで、子犬がどのように生活をしていたのかを男の子が
想像していくことで物語は進んでいきます。
　犬を家族の一員として迎え、家族と同じように愛情をそそぐことの大切さを教え
てくれる作品です。

おすすめふくしの本
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ボランティア紹介リレー

取材を終えて
　今回は 100回記念の演奏会にお邪魔させていただきました。会場は客席の距離を十分にとり、演
奏者は夫婦ユニットでかつ感染対策もしっかり行われた中での開催でした。会場にはワンコイン寄
付の使い道が明確に示され、当日は賛同される方が大勢いらっしゃいました。今もなお復興を掲げ
て取り組む被災地を想う曲や、参加者が楽しめる洋楽などジャンルは様々でしたが、会場が拍手で
一体感に包まれ音楽が人を動かす力になることを肌で感じた演奏会でした。今後も音の輪会さんの
益々のご活躍を願っています。

イメイカ・
アイラン
ダース

音の輪会
第24回

今回は、『イメイカ・アイランダース』からの紹介で、
『音の輪会』をご紹介します。

被災地に向けてワンコイン寄付

活動のパネル展示

7月11日に開催された
イベントの様子

「音の輪会」とは？
　2011年3月11日に発生した東日本大震災をきっかけに、震災を忘れない
よう、音楽をツールとした地域でのつながりづくりを目的として、2013年
3月11日に「音の輪会」を発足。現地に直接行けなくても、離れた場所か
らでもできることを考えて活動をしています。

主な活動や目的は？
　東日本大震災を忘れないよう毎月11日に、演奏会やイベントを開催して
います。その際募金箱を設置し、被災地へのワンコイン寄付を実施してい
ます。コロナ禍ではラジオアプリを活用し、自宅から配信等を行っていま
す。オリジナル防災ソング「BOUSAI　GENSAI　Exercise」を作曲し、
音楽を通じて幅広い世代の方々に防災に関心を持ってもらえるよう活動し
ています。また、YouTubeチャンネルも開設しています。

活動のやりがいは？
　活動を継続してきたことで、社会貢献活動を積極的に行う企業とのタイ
アップや、地元FMいちのみやさんとの関係を構築することができ、防災イ
ベントに参加できました。これまで100回以上イベントを開催してきまし
たが、参加者から「自宅に飲料水を備蓄するようになったよ！」「3月11
日だから募金するために来たよ！」と反応があり、回数を重ねた結果、少
しずつ地域に防災意識が根付いていることを実感しました。

市民の皆様へひとこと
　毎月11日に活動することで、東日本大震災を風化させないようにしています。11日という日が防
災意識を持つきっかけとなるよう、音楽を通じて市民の皆さんと一緒になって考えていきたいです。
コロナ禍でも、「音の輪会」の音楽が、皆さんの癒しの一助となれば幸いです。また様々なイベント
を開催していく中で培ったスキルを活かして、イベントを一緒に立ち上げるお手伝いもできますので、
ぜひご相談ください。

～ボランティアと被災者をつなぐ～

▶ 災害ボランティアセンターでの活動の流れ▶ 災害ボランティアセンターでの活動の流れ

▶ 災害ボランティアセンター　Q＆A▶ 災害ボランティアセンター　Q＆A

災害ボランティアセンター
　大規模災害発生時に、被災地の復旧・復興には災害ボランティアによる支援が欠かせな
いものとなっています。そんな災害ボランティアの受け入れを行い、被災した地域や被災
者の生活の復旧・復興に向け支援を行うのが「災害ボランティアセンター」です。

　がれきの撤去や泥出し、被災家屋の掃除など、被災した方であれば誰でも無料で依頼することが
できます。もし被災され困ったときは、迷わず災害ボランティアセンターに相談してください。

災害ボランティアセンターではどんな人が活動しているの？

災害ボランティアセンターでは何を頼めるの？

　一宮市の災害ボランティアセンターは、本会とボランティア団体が運
営します。ボランティア団体のメンバーは、防災ボランティアコーディ
ネーターと呼ばれる方々です。防災ボランティアコーディネーターとは、
災害時に全国から集まる災害ボランティアの受付・整理を行い、被災者
のニーズを把握してマッチングする役割を担っています。本会では毎年、
養成講座を開催し、コーディネーター増員に努めています。

被災者からの依頼を受け付け
ます。必要に応じて、依頼促
進のチラシ配布や現地調査を
行います。

受付表とボランティア活動保
険加入カードへの記入、名札
の作成を行います。

被災者のプライバシーの保護
や寄り添うことの大切さや、
活動上の注意事項等の説明を
受けます。

① ニーズの受付 ② ボランティア受付

「被災者に『寄り添う』」と
いう気持ちを大切にしなが
ら、福祉救援活動を行いま
す。

⑥救援活動

【 養成講座の様子 】

リーダーは、活動状況と活動
の継続が必要な場合は、次の
ボランティアへの引継ぎ事項
をスタッフへ報告します。

⑦活動報告

③オリエンテーション

被災者からの依頼内容の説明
を聞き、参加したい活動に手
を挙げて意思表示し、グルー
プになります。

④ニーズとのマッチングと
グルーピング

必要な資材等の貸し出しの
チェックを受けます。また、
必要に応じてボランティアの
送迎も行われます。

⑤資材の貸出・送迎

Q
A

A
Q

前号のボランティア紹介リレーの回数に誤りがありました。お詫びして訂正させていただきます。（正：23回、誤：22回）

図書館で借りる
ことができます。

きみがうちにくるまえ…
マリベス・ボルツ/作　ディビッド・ウォーカー/絵　木坂　涼/訳　あすなろ書房
　主人公は子犬を愛する男の子。男の子は新しい家族の一員になった子犬に聞きた
いことがたくさんあります。「きみはうちにくるまえ、どこでなにをしていたの？」
　物語の中に出てくる子犬は、ひとりぼっちで路上にいるところを施設に「保護」さ
れた犬でした。保護されるまで、子犬がどのように生活をしていたのかを男の子が
想像していくことで物語は進んでいきます。
　犬を家族の一員として迎え、家族と同じように愛情をそそぐことの大切さを教え
てくれる作品です。

おすすめふくしの本

1312 2021（令和3）年 10月　いちのみやの社会福祉2021（令和3）年 10月　いちのみやの社会福祉



　オリンピック・パラリンピックも終わり、コロナ禍の中、縮小はされたものの参加されたボランテ
ィアの皆様もお疲れ様でした。以前はもう一つのオリンピックといえばパラリンピックのことを指し
ていたのですが、理解の進展とともに、多くの方にパラリンピックは認知してもらえるようになりま
した。そこで、更にもう一つのオリンピックについて紹介したいと思います。
　読者の皆様、スペシャルオリンピックスをご存知ですか？
「2023年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ベルリン」が開催されます。
そして来年、その世界大会に向けて派遣する日本選手団の選考を兼ねて「2022年第8回スペシャル
オリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島」が開催される予定です。
　スペシャルオリンピックスとは、オリンピックと同様４年に一度、世界大会を開催しており、参加
者は知的発達障害等のある方たちによる自立や社会参加を目的として、日常的なスポーツプログラム
や、成果の発表の場としての競技会を提供する国際的なスポーツ大会です。1968年、故ケネディ大
統領の妹ユニス・シュライバーによって知的障害のある人たちにスポーツを通じ社会参加を応援する
「スペシャルオリンピックス」が設立された、とのことです。

　来年、11月4日(金)～6日(日)に広島県でこんな大
会があることを皆さまに知っていただき、一人でも
多くの方にオリンピックやパラリンピック同様、ス
ペシャルオリンピックスの感動と記憶を送り届けら
れる大会になると良いと思います。（岩下）

　令和2年11月に第33回桜守ワークが行われました。いちい信金スポーツセンター（愛知県一宮総
合運動場）では、植えられた桜を守るために、毎年春と秋の2回の清掃活動や桜の苗木の補植が行わ
れています。そして、桜守ワークには地域に住む方々やボランティア団体、運動場の利用者など百数
十名から八百名ほどが参加します。
　始まりは、平成15年の秋です。主催者は、尾北ライオンズクラブであり、坂本吉三さんが代表で
した。桜は当団体が社会貢献として植樹したものです。清掃活動には、一宮市ボランティアグループ
リーダーの会も共催しました。
　残念にも平成17年に尾北ライオンズクラブが解散しましたが、活動を継続するため、有志が平成
18年3月に千秋「桜守ワーク」の会を設立しました。その後、（公財）愛知県教育・スポーツ振興財
団、いちい信用金庫、千秋町連区児童育成協議会、ダイハツ尾張一宮が順次加わり現在に至っていま
す。多くの関係者によって成り立つ、素晴らしい活動です。
　17年間も続けられてきた活動ですが、昨年の12月に坂本
代表は旅立たれました。心よりご冥福をお祈りいたします。
　心新たに、関係者が故人の遺志を継いで桜守ワークを継続
することになりました。関係者の合意により、代表及び事務
局をNPO法人一宮ボランティアグループリーダーの会が引き
継ぎます。地域社会を良くする活動にも住んでいる方々の理
解と協力が求められています。（日置）

千秋桜守ワークの再出発
一宮第３の桜の名所に

もう一つのオリンピック

千秋桜守ワーク前代表坂本吉三さん
2008年11月30日撮影

編集ボランティアのページ編集ボランティアのページ
●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

ツインバスケットボール
　ツインバスケットボールは、高低2種類のゴールを使う車いすバス
ケットボールです。１チーム5人制で、障害の程度や身体の機能に応
じて各選手にポイントが割り振られ、11.5点という持ち点が決まっ
ています。低いゴールの周囲が円で仕切られ、ポイント差によって
プレーが妨げられないよう工夫されています。ボールを保持して3回
以上車いすをこぐ「トラベリング」などの反則を避けるためにも、
車いすの操作も重要です。使用するゴールの高さや、プレーする場
所が異なるからこそ、幅広い人が参加できるスポーツになっています。

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き
★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

（こどもボランティアスクールで体験した様子）

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡85-7024）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

第１4回「お店と車いす」
　お店に入って実感するのは、店員さんをはじめとした周りの方々の配慮です。たとえば飲食店で
は、席の確保や、配膳・片付けなどに対応してくださいます。トレーを膝に乗せて車いすをこぐのは
危ないので、たいへん助かります。また、買い物の会計時にはレジの通路を広げて、受け取りやすい
ようカウンターから出てきてくださる方もいます。何かと動作に手間取る私にとって、これほどあり
がたいことはありません。日々感謝の気持ちでいっぱいです。
　一方、狭い入口や段差が原因で、やむなく入店するのを諦めたこともあります。愛知県では、そう
した悩みを少しでも減らすために「愛知TRY」というボランティア団体が活動しており、私も以前参
加しました。外から見えるところに、ステッカーを貼っていただくことにより、お店側からのサポー
トの意思表示をしていただき、誰にとっても入りやすい場所の目印として役立ちます。現在はコロナ
禍で休止していますが、こうした活動が広がって、一人での外出時でも利用できる場所が増えるとよ
り良いと感じました。（小鹿）

車いす
使用の
職員発信
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　オリンピック・パラリンピックも終わり、コロナ禍の中、縮小はされたものの参加されたボランテ
ィアの皆様もお疲れ様でした。以前はもう一つのオリンピックといえばパラリンピックのことを指し
ていたのですが、理解の進展とともに、多くの方にパラリンピックは認知してもらえるようになりま
した。そこで、更にもう一つのオリンピックについて紹介したいと思います。
　読者の皆様、スペシャルオリンピックスをご存知ですか？
「2023年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ベルリン」が開催されます。
そして来年、その世界大会に向けて派遣する日本選手団の選考を兼ねて「2022年第8回スペシャル
オリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島」が開催される予定です。
　スペシャルオリンピックスとは、オリンピックと同様４年に一度、世界大会を開催しており、参加
者は知的発達障害等のある方たちによる自立や社会参加を目的として、日常的なスポーツプログラム
や、成果の発表の場としての競技会を提供する国際的なスポーツ大会です。1968年、故ケネディ大
統領の妹ユニス・シュライバーによって知的障害のある人たちにスポーツを通じ社会参加を応援する
「スペシャルオリンピックス」が設立された、とのことです。

　来年、11月4日(金)～6日(日)に広島県でこんな大
会があることを皆さまに知っていただき、一人でも
多くの方にオリンピックやパラリンピック同様、ス
ペシャルオリンピックスの感動と記憶を送り届けら
れる大会になると良いと思います。（岩下）

　令和2年11月に第33回桜守ワークが行われました。いちい信金スポーツセンター（愛知県一宮総
合運動場）では、植えられた桜を守るために、毎年春と秋の2回の清掃活動や桜の苗木の補植が行わ
れています。そして、桜守ワークには地域に住む方々やボランティア団体、運動場の利用者など百数
十名から八百名ほどが参加します。
　始まりは、平成15年の秋です。主催者は、尾北ライオンズクラブであり、坂本吉三さんが代表で
した。桜は当団体が社会貢献として植樹したものです。清掃活動には、一宮市ボランティアグループ
リーダーの会も共催しました。
　残念にも平成17年に尾北ライオンズクラブが解散しましたが、活動を継続するため、有志が平成
18年3月に千秋「桜守ワーク」の会を設立しました。その後、（公財）愛知県教育・スポーツ振興財
団、いちい信用金庫、千秋町連区児童育成協議会、ダイハツ尾張一宮が順次加わり現在に至っていま
す。多くの関係者によって成り立つ、素晴らしい活動です。
　17年間も続けられてきた活動ですが、昨年の12月に坂本
代表は旅立たれました。心よりご冥福をお祈りいたします。
　心新たに、関係者が故人の遺志を継いで桜守ワークを継続
することになりました。関係者の合意により、代表及び事務
局をNPO法人一宮ボランティアグループリーダーの会が引き
継ぎます。地域社会を良くする活動にも住んでいる方々の理
解と協力が求められています。（日置）

千秋桜守ワークの再出発
一宮第３の桜の名所に

もう一つのオリンピック

千秋桜守ワーク前代表坂本吉三さん
2008年11月30日撮影

編集ボランティアのページ編集ボランティアのページ
●担当編集ボランティア／日置雅夫・岩下茂子

ツインバスケットボール
　ツインバスケットボールは、高低2種類のゴールを使う車いすバス
ケットボールです。１チーム5人制で、障害の程度や身体の機能に応
じて各選手にポイントが割り振られ、11.5点という持ち点が決まっ
ています。低いゴールの周囲が円で仕切られ、ポイント差によって
プレーが妨げられないよう工夫されています。ボールを保持して3回
以上車いすをこぐ「トラベリング」などの反則を避けるためにも、
車いすの操作も重要です。使用するゴールの高さや、プレーする場
所が異なるからこそ、幅広い人が参加できるスポーツになっています。

日常生活自立支援事業をご存知ですか？

認知症や知的障害、精神障害があり、日常生活に不安を抱える方のために、下記のようなお手伝いができます。
支援内容 利用料

★福祉サービス利用のお手伝いをします
・福祉サービスの利用に関する相談・情報提供
・福祉サービスの利用料の支払い手続き
★日常的なお金の出し入れをお手伝いします
・年金、福祉手当の受領に必要な手続き
・病院への医療費、税金、社会保険料、公共料金等の支払い手続き
・生活に必要な預貯金の出し入れ等の手続き

★大切な書類等をお預かりします
・銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書などの大切な書類を保管します
※書類預かりのみのサービスは利用できません

（こどもボランティアスクールで体験した様子）

【問合せ】本部 日常生活自立支援事業担当（℡85-7024）

１回１，２００円
＊生活保護受給者は無料

月額２５０円

福祉サービスを
利用したいけれ
ど、どこへ相談し
たらいいの？

もの忘れが多く、通
帳や印鑑、大事な書
類などをよくなくし
てしまい困っている。

市役所から書類
が来ても手続き
の仕方が分から
ない。

お金のやりくり
がうまくできず、
いつも支払いが
滞ってしまう…。

第１4回「お店と車いす」
　お店に入って実感するのは、店員さんをはじめとした周りの方々の配慮です。たとえば飲食店で
は、席の確保や、配膳・片付けなどに対応してくださいます。トレーを膝に乗せて車いすをこぐのは
危ないので、たいへん助かります。また、買い物の会計時にはレジの通路を広げて、受け取りやすい
ようカウンターから出てきてくださる方もいます。何かと動作に手間取る私にとって、これほどあり
がたいことはありません。日々感謝の気持ちでいっぱいです。
　一方、狭い入口や段差が原因で、やむなく入店するのを諦めたこともあります。愛知県では、そう
した悩みを少しでも減らすために「愛知TRY」というボランティア団体が活動しており、私も以前参
加しました。外から見えるところに、ステッカーを貼っていただくことにより、お店側からのサポー
トの意思表示をしていただき、誰にとっても入りやすい場所の目印として役立ちます。現在はコロナ
禍で休止していますが、こうした活動が広がって、一人での外出時でも利用できる場所が増えるとよ
り良いと感じました。（小鹿）

車いす
使用の
職員発信
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歯科・小児歯科

診療時間

休診日：木曜、日曜、祝日 ※祝日のある週の木曜日は診療します
☎ 0586-24-1206 一宮市白旗通1-2

名鉄バス「印田」下車、西へ徒歩2分、サラダ館様のお向かいです

9：00～13：00
（午前の受付は12：30まで）

15：00～19：30
（午後の受付は19：00まで）

月 火 水 木 金 土 日

● ● ● ／ ● ● ／

● ● ● ／ ● ● ／
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「赤い羽根共同募金街頭募金」を実施します！

赤い羽根共同募金運動が始まります

※感染症対策を講じながら実施を予定しておりますが、状況に応じて中止する場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 お近くにお寄りの際は、ご協力お願いいたします。

10月  1日（金）
10月  3日（日）
12月12日（日）

尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺
尾張一宮駅・名鉄一宮駅周辺
市内スーパー、商業施設など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

対 象 者 ：身体に障害のある方、けがをされた方など
　　　　　一時的に利用が必要な方にお貸しします。
利 用 料 ：無料
貸出場所：本部・尾西支部・木曽川支部・大和事務所

　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
お手伝いをしてみませんか？
　企業・法人会員も募集中
【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
の指導などを行ってくださる方
を募集中
【問合せ】本部 ℡85-7024

● 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をしてく
ださる方を募集中
【問合せ】本部 ℡85-7024

★ 車いすの貸し出し

★ 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

非接触型温度計 サーキュレーター ぶらんこバランスゲーム

今年のいちのみやボランティアフェスティ
バルのテーマは、～今だからできること〇
〇〇〇〇〇〇〇〇のかたち～　この〇に入
る言葉は何でしょうか？ ヒント 6ページ
ご応募いただいた方の中から抽選で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3年10月29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

６月号クイズ当選者発表（応募総数95通）竹内様
（大和町）榎本様（大和町）加藤様（丹陽町）寺沢様
（千秋町）𠮷村様（開明）おめでとうございます。
クイズの答え：支え合う

図書カード
￥1,000

●令和2年度事業報告・決算報告
●いちのみやボランティアフェスティバル2021
●災害ボランティアセンター

●赤い羽根共同募金
●支えあい通信
●ボランティア紹介リレー

広告
診療科目

市内の福祉・保健・
医療関係者の皆さまへ

広告募集中
【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




