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「かにえの福祉」を応援しませんか？
配食サービスがリニューアル！ 

共同募金の報告　 福祉？クイズ  図書カード（1,000円）が当たるよ！
ほっとだより  お知らせ
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協にご相談ください



ボランティア
したい！

傾聴とは先入観を持たず、否定も助言もせず、お話しの内容に
耳を傾けることで少しでも心がリラックスしていただけたらと
思う、心を癒すボランティアです。
14名
定例会:月1回（〜5月第2火、

　6月〜第1水）
　活動:各施設と調整

蟹江・大治町内の老人施設

障害者行事・福祉バザー・
老人施設でのお手伝いな
ど各種（介助、点字、音
訳、手話）への自由参加
等。会員募集してます。
36名
随時
町内外

乳幼児とその保護者を対象
とした絵本、紙芝居の読み
聞かせ（4か月健診および
5歳児健診）
11名
第4火・金（原則）

　午後1時〜3時頃
蟹江町保健センター

読み聞かせボランティア
子どもや読み聞かせが好きな方大歓迎!!

傾聴ボランティア  ふくみみ
傾聴って何？難しそう、と思われますが、心があれば大丈夫。
温かい気持ちになれますよ。いつでも見学に来てください！

母親サロン、にこにこひろば、
　ママのためのフィットネス講座、
　プレママサロン　 310名

母親サロン：毎週火　10:30〜
12:00

　ママのためのフィットネス講座：毎週水　10:30〜11:30
　にこにこひろば・プレママサロン：不定期　10:30〜11:30

にこにこのいえ等

特定非営利活動法人にこにこママネットワーク
みんなで支えあって子育てしましょう！

かにえボランティアサークル
笑顔とやる気で  絆作りのお手伝い

乳幼児や小学生に読み聞かせ
をしたり、高齢者の方に朗読
をしたりしています
10名
活動：随時

　勉強会：第1・3木
　9:30〜11:30

図書館、小学校、高齢者施設等

朗読勉強会“言
こと

の葉
は

”
言葉で心をつなぐ  〜朗読で心に栄養を〜

蟹江町を中心に保育
所、小中学校に在籍
する外国にルーツを
持つ子どもたちの日
本語指導
８名
随時
蟹江町内の保育所、近隣の小・中学校

一般社団法人かにえ子ども日本語の会
多文化共生社会の実現に向けて活動しています

想いをつなぐボランティア
ボランティアセンター

　蟹江町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、
ボランティア活動をしたい方とボランティアの手助け
が必要な方や施設などとの橋渡しをすることで、誰も
が安心して暮らせるまちづくりをお手伝いしています。
　現在、ボランティアセンターには16団体と個人32名
が登録し、様々な活動を行っています。「何かしたい
なぁ」「こんなことならできるかも」と思っている方は
ぜひボランティアセンターに連絡してください。
　ボランティア登録された方には、ボランティアに関
する情報を随時お知らせしています。

心と心をつなぐ
ボランティア

活動紹介
・

情報提供相談

相談
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ボランティアに
来てほしい

特集

平成28年3月1日現在の活動状況
…内容 …会員数 …日時 …場所ボランティアグループ探訪
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地域の防犯ボランティア
活動。散歩の気持ちでパ
トロール活動に参加しま
せんか。
12名
毎週月・金  午後2時〜5時
近鉄蟹江駅周辺＆蟹江町内

日光川河川敷の
　ゴミ拾い

85名
不定期（大体春、

　夏、冬１回ずつ）
蟹江町内日光川
堤防

フィル・ハートあいち
家族でボランティアをします。地球環境を守る！

毎週青灯パトロールを、
月１回は徒歩によるパト
ロールを実施
29名
毎週金　3名程度

　毎月16日　隊員全員
　午後８時〜９時

須成区全域

須成安全パトロール隊
隊員の自主防犯で安心安全な町づくり

近鉄蟹江駅前防犯パトロール隊
地域の安全は地域で守る。隊員募集中！

地区内のパトロール
をしながら防犯灯の
確認やゴミ拾い等
22名
3日に1回

　午後8時〜9時
上之町地区内

上之町パトロール隊
防犯を兼ねた健康維持とコミュニケーション! !

各地の老人施設等にて
　演芸の披露

6名
随時
近隣の老人施設等

ひまわり倶楽部
笑いの出前はいかがですか？

国道沿い及び敷地内に不法投棄された家庭ゴミ、空き
缶などを拾い集めたり、草取りをしています。
11名
毎月第４水　１時間程度

　４〜９月:午前８時〜
　10〜３月:午前９時〜

県道一宮〜蟹江線の国道一号線
〜ゲートボール場間

スマイルクリーンズ
にこにこしながら環境をきれいにが合言葉！メンバー募集中！！

防災の啓発活動・
　防災学習・訓練

25名
随時（主に休日）
公共施設・不特定

かにえ防災減災の会
蟹江町の防災力向上に努めよう

地区内のパトロール
24名
毎週土　1時間程度

　冬：午後７時〜
　夏：午後８時〜

源才地区内

源才パトロール隊
安心安全で明るい町づくり

防犯活動
　（青パト・歩き隊）

15名
毎週月・水・金

　午後8時〜
蟹江中学校区

自主防犯組織フクロウ隊
夜の街に目を光らす  フクロウ隊

ボランティア活動保険に
加入しましょう！
ボランティア等活動中に
◦ボランティア自身がケガをした（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）
などの事故を幅広く補償する保険です。

詳しくは
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「かにえの福祉」を応援しませんか？

　社会福祉協議会は、社会福祉法に基づき「地
域福祉を推進」することを目的として設置され
た民間の団体です。地域住民の皆さまに「会員」
となっていただくことが、「かにえの福祉」を進
めていく上での貴重な財源へとつながっていま
す。今年度も、ぜひご加入いただきますよう皆
さまのご支援をお願いいたします。

◦会費は何口ご加入いただいてもOKです。
◦一般会員及び特別会員は、町内会を通じて又は
個別に募集いたします。

◦その他の会員については個別に募集いたします。

一般会員（世帯） １口　500円
特別会員（個人・団体） １口1,000円
法人・事業所会員 １口3,000円
施設会員（福祉施設） １口2,000円

社協会費募集
　本会では300円以上ご寄付を
いただいた方に対して、お礼
として「かにえの福祉 応援
シール」（３枚入り）を差し上
げています。

「かにえの福祉　　応援シール」

活用例

このシールを活用し、社会貢献やイメージアップに
つなげてください。

卓上寄付箱設置店をご紹介します！！
　「かにえの福祉  応援シール」・「福祉基金」・「共同募金」の卓上寄付箱設置店の皆さまありがとう
ございます。
　1月～9月は「かにえの福祉  応援シール」または「福祉基金」、10月～12月は「共同募金」として、
町内79カ所以上のお店にご協力いただき、皆さまからの温かい善意が多く寄せられています。
　なお、新しく設置していただけるお店等がありましたら社会福祉協議会までご連絡ください。

　♥… かにえの福祉  応援シール　  … 福祉基金　  … 共同募金

蟹江学区
活魚料理・御食事処　元海

♥ あいち海部農業協同組合蟹江支店
♥ 味彩もへの　
♥ 懐石料理　丸河
♥ かにえカメラ　

蟹江時計店
♥ ㈱アールケーニーズ

㈱オークワ
㈱ヤオキスーパー
喫茶ボン

♥ 吉祥
♥ コメダ蟹江本町店

こりとーる
♥ サンフルーリ

サークルK蟹江本町店
中京製パン㈱
ファッションギャラリーツノダ

♥ 弁慶
♥ みろく
♥ ㈲スマイル

㈲三井シャトレーゼ蟹江店
風鈴坊

♥ ワコー美容室
♥ 和食処　髙さか
♥ 和のギャラリー松屋

メガネーゼ蟹江店
カニエロック

メガネの愛眼蟹江店
ワタシン蟹江店
喫茶レモン
支留比亜珈琲店蟹江店
ねこぐるま

舟入学区
蟹江舟入郵便局

♥ みかく堂
♥ ㈱ヴァンドゥルポ

新蟹江学区
㈱赤ちゃんデパート水谷
蟹江富吉郵便局

♥ カニエボウル
寿屋富吉

♥ 中部電力㈱
ニッキーベア本店
まんが喫茶すみれ

♥ 道
らくらく
博多ラーメン本丸亭

♥ 富吉園
♥ 鉄板焼き・お好み焼きマーチ
♥ GM Good Morning PRIME

学戸学区
アドニス　

♥ 活魚料理　浜舟
蟹江町図書館
蟹江町役場　

♥ 喫茶　鳩
♥ 喫茶　都

㈱柴正
♥ ㈱マリノ蟹江店
♥ ㈱マルサン
♥ 中国料理群鳳
♥ 天使のcafé （くろ川）
♥ 灰惣物産㈱
♥ 美容室OZZ
♥ 美容室ＢＩＳＡＲＡ

ピアゴ蟹江店
♥ ベビータウン中日
♥ ㈲三共建設　　　
♥ 野菜ソムリエ認定店　活粋食堂

活魚料理お食事処志の島かにえ店
大源
まこと接骨院

須西学区
♥ お茶の香風園

蟹江須成郵便局
♥ ㈱カリブ
♥ ㈱リクサス

(福)蟹江福祉会
(福)カリヨン福祉会

♥ スーパー魚文
♥ 暖ぺい

ニッキーベア須成店
フラワーショップセンカエン
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65歳以上のひとり暮らしの方へ

対 象 者　 65歳以上のひとり暮らしの方
　　　　　65歳以上の高齢者のみの世帯
実 施 日　毎週月曜日から金曜日の内、希望日（年末年始と祝日はお届けできません）
配達時間　午前9時30分から正午まで（直接本人受領が原則）
利 用 料　1食200円〜590円
　　　　　※この事業に要する経費として蟹江町が1食に付き230円を負担しています。

※3社の給食業者からお選びいただけます。
　　　　　※高齢者向け、一般食や医療食も用意しています。

対象者　65歳以上のひとり暮らしの方
　　　　※日中ひとり暮らしの方など

はご相談ください。
利用料　無料　

訪問日　訪問回数は下記のとおりです。
　　　　○毎週1回訪問（婦人会・長寿会の協力員）
　　　　○第1週、第3週に1回訪問（婦人会の協力員）
　　　　○第2週、第4週に1回訪問（長寿会の協力員）

対象者　65歳以上のひとり暮らしの方
　　　　※日中ひとり暮らしの方はご相談ください。
実施日　毎月第２水曜日（8月は第3水曜日）
時間帯　午前10時〜午後2時
　　　　（受付 午前10時〜午前11時頃まで）
利用料　１回200円（事前予約が必要です）
会　場　町総合福祉センター
交　通　お散歩バスを利用して来館される方は

午前11時頃までに福祉センターへ到着
できる2便目までのルートを
ご利用ください。

お元気でお過ごしかどうか、ご自宅へ訪問します

ふれあいバス旅行に
出かけましょう！

食事・温泉・余興の三拍子!!

平成28年度よりリニューアル！
　ひとり暮らし高齢者の食生活改善による健康と在宅の生活を支え、安否確認を兼ねて
お弁当（昼食）を給食業者がご自宅までお届けします。緊急時には、緊急連絡先（ご家族等）
へご連絡をし、急な変化をお伝えします。

▲いずれも利用料200円のお弁当

　ひとり暮らしの高齢者の方がご自宅で安心して暮らせるように、地域の方が「お変わりありま
せんか」と訪問する見守り活動です。

　今年も次のとおり
行いますのでこの機
会にぜひ参加してく
ださいね。

　長寿会連合会の皆さま
による食事（昼食）と温泉・
余興をお楽しみいただけ
ます。あなたもぜひ参加
してみませんか。

対象者　65歳以上のひとり暮らしの方
実施日　6月21日(火)
行き先　浜松市楽器博物館ほか
出　発　午前8時30分　蟹江町役場北側駐車場
参加費　おひとり3,000円（当日徴収）
定　員　80人（応募者多数の場合は抽選）
申込み　5月23日(月)〜６月６日(月)に本会または

地区の民生委員までお申込みください。

友愛訪問

会食会

配食サービス
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皆さまから寄せられた温かいお気持ちに
心から感謝申し上げます

赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました

大口のご寄付をいただいた方へ
感謝状を贈りました

　平成27年度赤い羽根共同募金の最終実績額が確定しましたの
でご報告します。

　7万円以上の多額寄付をいただいた法人・団体の皆さまに対
して、県共同募金会長からの感謝状の伝達を行いました。

大口寄付者
法人・団体の部（7万円以上～60万円未満）

株式会社 加藤建設 様 70,000円
蟹江町医師会 様 100,000円
蟹江町民生委員児童委員協議会 様 130,000円
蟹江町立保育所保護者会連合会 様 148,757円
蟹江町長寿会連合会 様 157,912円

共同募金最終実績額
戸別募金 3,596,787円
法人募金 1,573,000円
街頭募金 103,140円
学校募金 170,181円
職域募金 109,330円
その他募金 955,383円
歳末たすけあい募金 225,343円

合　　計 6,733,164円

法人事業所募金
平成27年12月17日以降の募金分

（敬称略・順不同）

◦明山堂
◦株式会社オクムラ
　西之森営業所
◦株式会社三菱東京UFJ銀行
　蟹江支店

　ハガキに①シールの活用方法②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥電話番号⑦広報紙「 ～
かにえの福祉」を読んだ感想や社会福祉協議会へのご意見を書いて上記までお送りください。
　抽選で１名様に図書カード（1,000円）・抽選で5名様にかにえの福祉  応援シールを差し上
げます。抽選結果は発送をもって代えさせていただきます。
＊お預かりした個人情報は厳正に管理のうえ、図書カード等の発送のみに使わせていただきます。
＊お寄せいただいた内容は、本会のホームページや ～かにえの福祉で紹介させていただくことがあります。

福祉

前 号 の 答 え

～かにえの福祉136号（1月
号）「福祉？クイズ」の答えは「津
島市」でした。多数のご応募あ
りがとうございました。

あなただったら  かにえの福祉 応援シールをどのように使いますか？※活用例以外で

〒497−0044　蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46番地
社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会「福祉クイズ」係

〈締切〉 平成28年4月30日㈯ 
　　　　 （当日消印有効)

訪問介護事業所 非常勤ヘルパーさんを募集します
　高齢者や障害のある方が安心して自宅での生
活を送っていただけるようにお手伝いするのが
私たちヘルパーの仕事です。ご家庭にヘルパー
を派遣し、介護や支援を必
要とする方が自立した生活
を送れるよう、またご家族
の負担が少しでも軽減でき
るよう、日常生活のお手伝
いをしています。

募集要件　60歳未満の方で介護福祉士、ホームヘル
パー養成研修２級課程以上の修了者また
は初任者研修・実務者研修の修了者

賃　　金　生活援助　1,100円/時間
　　　　　身体介護　1,430円/時間
問 合 せ　社会福祉協議会  指定訪問介護事業所
　　　　　担当　緒方（おがた） ☎96-3736　

週１時間～ＯＫ 休日手当・早朝手当・
深夜手当あり！

サロン活動を応援しています！
　高齢者・障害者・子育
て中の親子など地域の皆
さまを対象とし、家への
閉じこもり防止や孤独感
緩和・悩みごと相談など、
地域の中でつながりを持
ち、生きがいづくりとな
るサロン活動に対して助
成しています。

サロン活動の原則
　　楽しく　気軽に　無理なく
サロンにはこんな効果があります。
　　１ 仲間づくり
　　２ 近所とのつながりづくり
　　３ 悩みや困りごとなどの話し合い
　　４ 情報交換、情報提供、情報共有
　　５ 参加者同士による見守り・支え合い
　　６ 介護予防、認知症予防
　　７ 孤立・閉じこもり防止　など

お気軽に
ご相談ください
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ほっ とだより

『脳トレサロン』開設
ふれ愛サロンでは４月より『脳トレサロン』を始めます。
ご希望の方はお申し出ください。
場　　所　ふれ愛サロン（城四丁目403番地）
日　　時　毎週金曜日　午後１時から（１時間程度）
利用料金　月４回1,500円（400円/１回）
持 ち 物　筆記用具
そ の 他　２か月８回をワンクールとします
申 込 み　ふれ愛サロン  髙阪正春

車椅子を貸出しています

お出かけや通院時の一時的なご利用に

対 象 者　町在住の方で、一時的または他制度利用
までのつなぎに必要な方。町外の親族の
方が蟹江町に滞在し介助を必要とすると
きにもお貸しできます。

利 用 料　無料
貸出期間　３か月以内
手 続 き　申請者の印鑑と利用され

る 方 の 身 分 証 明（免 許
証・健康保険証など）を
お持ちいただき、蟹江
町社会福祉協議会窓口
で申請してください。

無料

朗読発表会
お子様連れなどお気軽にお越しください。
日　時　５月15日（日）午前10時30分～正午
場　所　まちなか交流センター「楽

が く

人
と

」
内　容　エッセイや童話等の朗読
参加費　無料

広報の「音訳版」
「点訳版」
利用しませんか？

視覚の障害をお持ちの皆さまへ

対象者　町内にお住まいで視覚に障害をお持ちの方
や細かい文字が読みづらい方など

音訳版　町広報「KISS」・町議会広報紙「かにえの議
会」・社協広報紙「笑顔～かにえの福祉」が
あります。余白にはエッセイなど短い読み
物も入ります。

点訳版　「笑顔～かにえの福祉」があります。

尾張温泉東海センターで入浴できる
回数券の申請受付が始まりました

入浴助成事業

対象者　町内に住所を有する60歳以上の方で、入浴に
支障のない方（介護保険の要介護・要支援認定
を受けていない方）

手続き　入浴利用証有…入浴利用証、印鑑
　　　　入浴利用証無…身分証明書、印鑑、顔写真（3か
　　　　　　　　　　　月以内撮影  縦4㎝×横3㎝）
 をお持ちいただき、蟹江町社会福祉協議会窓

口で申請してください。

あなたの知識や経験を
役立ててみませんか？

老人クラブ“会員募集”

物語を声でお届けします
楽しみながら趣味や教養活動、健康づくりを通して仲
間づくりや生きがいづくり、地域の清掃活動や友愛訪
問活動など、地域福祉の活動も行っています。
入会資格　町内に住むおおむね60歳以上の方
問 合 せ　住んでいる地区の老人クラブ会長さんまたは、

町長寿会連合会事務局（社会福祉協議会内
☎96-2940）までお問い合わせください。

会員数3,300人

〜かにえ音訳グループ〜

〜ふれ愛サロン〜

77   〜かにえの福祉　平成28年4月号



この広報紙「　 　 〜かにえの福祉」は皆さまからいただいた会費によって作成しています。

社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会
〒497-0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46番地

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所
障害者相談支援事業所

※局番をお確かめのうえおかけください。間違い電話は大変迷惑となりますので、ご協力をお願いします。

E-mail：k_syakyo@clovernet.ne.jp http://www.kanie-syakyo.jp/

FAX番号（共通）

☎0567（96
ろく

）2
ふ

9
く

4
し

0
96-3736 95-7986

音訳（録音）版・点訳（点字）版もあります。ご希望の方はお問い合わせください。

学戸西

正面玄関から入って
左奥に事務室があります。

★町総合福祉センター内

学戸

JR関西本線
佐
屋
川 西

尾
張
中
央
道

日
光
川

かにえ社協

＊ 社
しゃ

協
きょう

にご相談ください ＊

世帯の自立を応援しています

場　　所	 総合福祉センター2階
相談時間	 午後1時〜午後3時
	 1	件あたり20分程度
予約方法　相談したい月の前月1日から
　　　　　電話予約（☎	96－2940）ができます。
　　　　	※1日が土日・祝日にあたる場合は次の平日から

受付時間	 月曜日〜金曜日（※祝日除く）		午前8時30分〜午後5時15分

相談方法	 来所・電話・メール・
　　　　	 FAX・訪問
費　　用	 無料

法律相談（予約制） 心配ごと相談（予約不要）

無料

相 談 日	 4月26日、5月24日、
	 6月28日の火曜日
場　　所	 産業文化会館3階
相談時間	 午前10時〜午後3時

民生委員・児童委員が応対します

相談日 4月 5月 6月

第2火曜日 12日 10日 14日

第4火曜日 26日 24日 28日

そのお困りごと
弁護士に話してみませんか？

日常生活でお困りのことがありませんか？

地域で安心して暮らせるお手伝いをします生活福祉資金
　低所得者・障害者・高齢者世帯に対して、資金の
貸付と相談支援を通して自立を支援する制度です。

小口資金
　低所得世帯に対して、生活費や医療費などの一
時的出費など日々の暮らしの維持に必要な資金の
貸付を行っています。

　認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などを支援
する事業です。
◆公共料金の支払いやお金の出し入れをしてほしい…
　　生活支援員がお手伝いにうかがいます。
◆ヘルパーさんを頼みたいけど…
　　利用のための手続きをお手伝いします。
◆通帳や印鑑をなくしてしまいそう…
　　安全な場所にお預かりします。

日常生活自立支援事業

ケアプランを作ります障害者の自立を支援しています
　町内で生活をする障害のある方やそのご家族の
生活や支援に関する相談に応じ、各関係機関と連
携し、必要な情報提供や助言を行うことで自立し
た生活が送れるように支援を行っています。

　ケアマネジャーが、要介護認定を受けた方やご家
族の思いを考慮し、心身の状況、生活環境に応じた
ケアプランに基づいて適切なサービスが提供される
よう事業者や関係機関との連絡調整を行います。

障害者相談支援事業所 居宅介護支援事業所

弁護士が応対します

【ケアマネジャーの役割】
ケアプランの作成、介護保険サービスの調整、
介護に関する相談、認定申請の代行など
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