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社会福祉協議会が
お届けする

“かにえの福祉”

クイズにお答えいただいた方の中から抽選で図書カード（1,000円）を1名様にプレゼント!!

　日本人の平均寿命（2016 年のデータ）は、女性 87
歳、男性 81 歳で世界一の超長寿国です。しかも１日５
時間のスピードで伸び続け、26 年先の 2045 年には
100 歳に到達すると予測されています。老後の人生は
思っていたよりも長いものになりそうです。一般に言
われている定年退職後の老後そのものの概念も変わっ
てくることでしょう。老後の日々の「生き方」は、もう
歳だからと選択肢を狭めなければ、たっぷりとある時
間で、いろんなことができるはずです。

　食事に気を付ける、運動をする、趣味を持つ、人との
関わり合いを持つ、新たに職に就くなどに加えて、高齢
者自身で暮らしやすい地域づくりに参加するのもその一
つです。
　蟹江町では、地域における「支え合い・助け合い」の活
動として、かにえまるごとサポートセンターがあります。
　高齢者の出番はまだまだあります。長生きはリスクじ
ゃないよ！メリットですよ！と思えてきませんか？

　（サポーター M）

　かにまるサポーターを始めて早くも３年
目を迎えました。最初に依頼があったのは
高所の清掃でした。自宅でもあまり経験が
なかったのでドキドキで伺いました。気さ
くなご夫婦のお宅でしたので緊張もなくキ
ッチンの換気扇や居間のエアコンを済ませ
たらまだ時間があり、ついでに２階のエア
コンの清掃もやりました。その後しばらく
空きましたが、昨年から買い物依頼に月２
回行っています。初めの頃は慣れないこと

もあって戸惑いもありましたが回数を重ね
るうちに食べ物の好み等が分かってきて順
調に回っています。スーパーから帰ってき
た時、依頼者のねぎらいの言葉をもらうと
本当に嬉しいものです。
　かにまるサポーターは老老介護のひとつ
だと思います。元気な老人が困っている老
人を助ける、いつか自分も反対の立場にな
るまでサポーターを続けていきたいと思っ
ています。 （サポーター Y）

　かにえまるごとサポートセンターの登録サポーターが中心になって運営する集いの場「かにまるカフェ」は
「はるす蟹江」に加え、多世代交流施設「泉人」でも今年度から開催することになりました。
　「泉人」での第 1 回目が５月 12 日（日）にスタートし、温泉に入浴された方やサポーターが入り混じって思い
思いの時を過ごしました。母の日のプレゼントにと花飾りを作るコーナーには、お父さんと温泉に来た小学生
の兄弟が参加。サポーターの手ほどきを受け、それぞれにかわいい花飾りを仕
上げていました。編み物コーナーではカラフルな毛糸を前に口も手も動かして
にぎやかでした。人気の手相占いは順番待ちになるほどでした。また、外のテ
ラス席ではコーヒーを片手に風に吹かれてゆったり談笑する姿も見られました。
　かにまるカフェは毎月第 2日曜日の 10 時から 12 時まで、奇数月は「泉人」で、
偶数月は「はるす蟹江」で開く予定です。どうぞお出かけください。（サポーター T）

人生100年の生き方

サポーター
の声

かにまる
カフェ かにまるカフェ・泉人 オープン！

かにまる通信
かにまるサポーター制作！

次回のカフェは７月14日（日）10:00～12:00 泉人

ずっと暮らしてきた
この場所で
暮らし続けたい

あなたの想いを
サポートします！

特　集
とみ　　よし
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「　　　　　　　 」

　その後も毎月話し合いが進められ、2025 年次における富吉地区の高齢者数、高齢化率なども分析がなされ
ました。こうしたデータを見ていく中で、今後高齢化が進んでいく富吉地区に何が必要か、どんな取り組みが
必要かが検討されるようになりました。そこで主要なテーマとなったのが「健康づくり」です。「健康づくり」が
中心的なテーマとなった背景には、高齢化が進む中でも元気で楽しく、自分のやりたいことができる生活を維
持したいという、富吉地区のビジョンがありました。この目的とそのための「健康づくり」というテーマのもと
に、富吉地区でできる活動について話が進められていきます。

　富吉地区では、もともとチューブ体操や踊り、笑いヨガなど
の教室や講座、そしてサロン活動も行われていました。こうし
た現状地域で行われている活動を集めてみると、「健康づくり」
のための地域資源は、新規の活動を開発しなくても十分な位あ
ることがわかりました。むしろ問題なのは個々の活動がばらば
らに動いているために情報共有ができず、開催情報を地域の人
たちに周知しにくい状態にあることでした。
　そこで富吉地区では、地域で教室や講座、集いの場などを運
営している活動者の方々にも話し合いに交じってもらい、それ
ぞれの「地域活動間のつながり」を作ることに注力しました。そ
れぞれの活動者が情報共有できるネットワークを作るととも
に、地域で行われている様々な活動を集約し、一覧として「見
える化」することで、住民の方々が各活動に参加しやすい環境
を作ることができます。そして、日常生活の中に「今日、行く
ところがある」「今日、用がある」状態を作っていくことが富吉
地区の「健康づくり」につながっていきます。

　こうした地域のさまざまな活動を取りまとめ、「健康づくり」を組織的に進め
ていくために、富吉地区の話し合いは「富吉健康サロン設立委員会」へと発展
し、平成 31 年４月のサロン立ち上げを目指して動き出しました。その「富吉健
康サロン」の中心的な取り組みが「健康 100 歳塾」です。「健康 100 歳塾」は２か
月に１回、講師を呼んで健康に関する様々な講座を開き、今の暮らしを維持で
きるように暮らしの中で気をつけたい点を学びます。例えば骨や血管のこと、
心と体の健康づくりなど、聞くだけではなく実際に体を動かして体験できるよ
うなプログラムが計画されています。
　また「富吉健康サロン」では、サロンの各講座に継続して参加してもらえるよ
うに、さまざまな工夫を凝らしています。例えばその一つに「サロン講座参加
票」があります。「サロン講座参加票」は各参加者の出席簿になっていて、講座に
参加するごとにスタンプが貯まっていきます。そして、年間を通して講座に参
加し、スタンプを貯めていくと記念品が贈られます。このような形で参加者の
モチベーションを低下させないための工夫が取られています。

　平成 31 年４月 18 日、最初の話し合いから約１年半の準備
期間を経て「富吉健康サロン」がオープニングを迎え、総計 50
名を超える方々が在宅医療・介護連携支援センターの講演と笑
いヨガ体験に参加しました。そのオープニングにて、サロンの
代表を務める西尾氏と副代表を務める坂本氏より「住民のみな
さんが、より長く地域の中で暮らせるように、健康寿命を延ば
す助けになるような場所にしていきたい」という抱負が述べら
れました。富吉に住む多くの方々が気軽に参加できる場所があ
るということ、そこに行けば誰かが居て、生活の中で役立つ情
報も聞けること、そうしたつどいの場の特徴を通して、地域の
方々の心と体の健康を長く維持していくことに寄与する場所が
目指されています。

特 集 を地域　で生きる！人生100年時代

　「富吉健康サロン」につながる話し合いが開かれたきっかけは、
平成 29 年８月に富吉地区の民生委員の方々と西地域包括支援
センターで行われた懇談会でした。その懇談会の中で「地域の人
達が集まってしゃべる場所がない」ことや「公民館があまり使わ
れない」ことが課題として話し合われました。そこで、こうした
課題について、一度地域で話し合いをする機会を設けようとい
う運びになり、地域の役員の方々に呼びかけ、同年１１月に第
１回目の富吉地区の話し合いが行われました。第１回目の話し
合いでは「健康寿命を延ばすために、私たちにできること」をテ
ーマに話し合い、「地域の方達が気軽に出かけられる場所がある
ことが大切」という意識が共有されました。

　蟹江町では健康づくりや、つながりづくりを目的として、各地域にさまざまなつどいの場が住民の
方々によって作られています。今年４月には富吉地区に「富吉健康サロン」がオープンしました。そこで
今回は、この「富吉健康サロン」が作られた経緯とその取り組みについてご紹介します。

　富吉地区では、これまでも地域にあるコミュニティ会館を拠
点として、さまざまな講座やつどいの場が開催されてきました。
地域の資源としては非常に豊かなこの富吉地区が、一体どこに
課題を見出し、その解決方法としてどのような取り組みを進め
てきたのかを見ていきましょう。

富吉健康サロ
ンと み

よ し
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７月 24 日（水）

８月 28 日（水）

９月 25 日（水）

10 月 23 日（水）

日にち プログラム

●今後の開催予定

ピンホールカメラづくりに挑戦！

水のボール Ooho! を作ってみよう！

紙ずもうトーナメント

いろいろなカードゲームで遊ぼう！

参加費

対象者

申込方法

蟹江町在住の中学生および高校生

無料
町立中学校へ通っている方は７月４日（木）までに在籍する学校へ、町外の学校に通っている方は
７月 12 日（金）までに蟹江町社会福祉協議会へお申込みください。

ひにち（１日選択）
８月６日（火）・８月７日（水） 14:00 ～ 16:30 蟹江町産業文化会館

時間 場所

体験施設（内１か所）
カリヨンの郷・須成（デイサービス）

８月 19 日（月）
８月 21 日（水）
８月 22 日（木）
８月 23 日（金）
８月 26 日（月）

9:00 ～ 16:00
ひにち（内１日） 時間

10 名
定員※１

各自または 400 円
カリヨンの郷・新千秋（デイサービス） 9:00 ～ 16:00 10 名
セーヌ蟹江（通所リハ：デイケア） 9:00 ～ 16:00 15 名 各自または 432 円
しょうぶ会（デイサービス） 9:00 ～ 16:00 15 名 各　自

蟹江保育所

9:00 ～ 13:00 130 名 不　要

蟹江西保育所
蟹江南保育所
舟入保育所
新蟹江北保育所
須成保育所

東大海用ふれあいサロン ８月 23 日（金） 10:00 ～ 12:00 ５名 不　要
駅前団地つどいサロン ８月 22 日（木） 13:00 ～ 15:00 ５名 不　要

蟹江西子育て支援センターにこにこ ８月 22 日（木）・８月 23 日（金） 10:00 ～ 15:00 10 名 各　自

昼食※２

　今年も中・高生を対象に「夏休みボランティア体験」を開催します。
「夏休みボランティア体験」では、普段の生活の中ではあまり接することがない福祉施設や地域の高齢者サロンなど
を訪ね、一緒に活動したり生活のお手伝いをすることによって、地域で暮らす様々な人達とふれあいます。そうし
た自分達とは異なる生活環境にある人達との交流と協力を通して、多様性のある社会で誰もが活躍できる意識の醸
成を目指します。

　 「ボランティアってなに？」「ボランティア活動ってなにをするの？」。そんな素朴だけど
なかなか答えられない問題を、ワークショップを通してみんなで考えます。また、施設の
担当職員とのミーティングも行います。

※１　定員を超えた場合は抽選をすることがあります。
※２  カリヨンの郷、セーヌ蟹江では昼食を依頼できます。（依頼する場合は費用がかかります）

研修会への参加Step1

デイサービス…………………利用者のお迎えやレクリエーション・体操の補助、
　　　　　　　　　　　　　入浴のお手伝い、ティータイムや食事の配膳などを
　　　　　　　　　　　　　お手伝いします。
通所リハビリ（デイケア）……施設内の見学、レクリエーションや体操の補助、入
　　　　　　　　　　　　　浴後の整髪、ティータイムや昼食の配膳などをお手
　　　　　　　　　　　　　伝いします。
保育所…………………………本の読み聞かせや着替えの補助などの保育の手伝い
　　　　　　　　　　　　　や、プールの掃除などを行います。
ふれあい・いきいきサロン…地域の住民の方々との交流や、レクリエーション、
　　　　　　　　　　　　　ティータイムなどのサロン活動をお手伝いします。

●申し込み方法

高齢者施設や保育所、地域のサロンなど、各施設でボランティア体験をします。ボランティア体験Step2

ボランティアに参加して、たくさんのエネルギーをもらいました。おばあちゃんた
ちは孫の話、若いころの話などたくさんのことを話してくれました。こんなにも楽
しそうに話してくれるので私がエネルギーをあげるのではなく逆にたくさんの笑顔
をもらいました。

　平成 31 年４月から、多世代交流施設「泉人」にて寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」を開催しています。「放課
後かにまるキッズひろば」は、放課後の子どもたちの居場所づくりをテーマとしており、年齢に関わりなく様々な遊
びや学びを通して子ども同士の交流を育んでいくことを目的としています。また、子どもだけではなく地域の大人
の方々にも参加・協力していただくことで、地域全体で子どもを育てていく環境を作っていくことも目指していま
す。

●放課後かにまるキッズひろば
　第１回「バルーンアート体験」
　平成 31 年４月 25 日に第１回目の「放課後かにまるキッズひろば」を開
催しました。第１回目は「バルーンアート体験」を行い、約 20 名の子ども
たちが参加しました。参加した子どもたちは、ひねったり曲げたりして
割れそうな風船に恐々としながら花の腕輪や剣などを作っていました。

寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」は様々な年代の方が関わり合って、幅広いつながりを作る
ことを目指しています。そこで、「放課後かにまるキッズひろば」の運営を手伝っていただける方
を募集しています。地域の大人の方、中学生、高校生、大学生など、少しの時間でも良いのでご
協力ください。ご協力いただく内容としては、「子どもの話し相手」、「一緒に遊ぶ」、「宿題を教え
る」など、皆さまが無理なくできる範囲のことで結構です。
ぜひ地域の皆さまの力をお貸しください。
募集の詳細は蟹江町社会福祉協議会までお問合せください。

蟹江北中学校１年生（当時）感想文提出Step3 昨年度の感想

●協力者（ボランティア）を募集しています

ボランティア
探訪

●開催情報

ボランティア体験が終了し
たら本会へ感想文を提出し
てください。

▲バルーンアート用ふうせんいろいろ

▲みんなで剣づくり ▲作った剣でチャンバラごっこ

中・高生「夏休みボランティア体験」中・高生「夏休みボランティア体験」 寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」

開催日 毎月第４水曜日

場　所 多世代交流施設　１階キッズスペース

参加費 無料
主に小学生、中学生も参加可能
（保護者の方も参加できます。）対象者

時　間 15:30 ～ 17:00 まで
（時間内なら何時からでも参加できます。）

参加者募集！ 参加者募集！
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７月 24 日（水）

８月 28 日（水）

９月 25 日（水）

10 月 23 日（水）

日にち プログラム

●今後の開催予定

ピンホールカメラづくりに挑戦！

水のボール Ooho! を作ってみよう！

紙ずもうトーナメント

いろいろなカードゲームで遊ぼう！

参加費

対象者

申込方法

蟹江町在住の中学生および高校生

無料
町立中学校へ通っている方は７月４日（木）までに在籍する学校へ、町外の学校に通っている方は
７月 12 日（金）までに蟹江町社会福祉協議会へお申込みください。

ひにち（１日選択）
８月６日（火）・８月７日（水） 14:00 ～ 16:30 蟹江町産業文化会館

時間 場所

体験施設（内１か所）
カリヨンの郷・須成（デイサービス）

８月 19 日（月）
８月 21 日（水）
８月 22 日（木）
８月 23 日（金）
８月 26 日（月）

9:00 ～ 16:00
ひにち（内１日） 時間

10 名
定員※１

各自または 400 円
カリヨンの郷・新千秋（デイサービス） 9:00 ～ 16:00 10 名
セーヌ蟹江（通所リハ：デイケア） 9:00 ～ 16:00 15 名 各自または 432 円
しょうぶ会（デイサービス） 9:00 ～ 16:00 15 名 各　自

蟹江保育所

9:00 ～ 13:00 130 名 不　要

蟹江西保育所
蟹江南保育所
舟入保育所
新蟹江北保育所
須成保育所

東大海用ふれあいサロン ８月 23 日（金） 10:00 ～ 12:00 ５名 不　要
駅前団地つどいサロン ８月 22 日（木） 13:00 ～ 15:00 ５名 不　要

蟹江西子育て支援センターにこにこ ８月 22 日（木）・８月 23 日（金） 10:00 ～ 15:00 10 名 各　自

昼食※２

　今年も中・高生を対象に「夏休みボランティア体験」を開催します。
「夏休みボランティア体験」では、普段の生活の中ではあまり接することがない福祉施設や地域の高齢者サロンなど
を訪ね、一緒に活動したり生活のお手伝いをすることによって、地域で暮らす様々な人達とふれあいます。そうし
た自分達とは異なる生活環境にある人達との交流と協力を通して、多様性のある社会で誰もが活躍できる意識の醸
成を目指します。

　 「ボランティアってなに？」「ボランティア活動ってなにをするの？」。そんな素朴だけど
なかなか答えられない問題を、ワークショップを通してみんなで考えます。また、施設の
担当職員とのミーティングも行います。

※１　定員を超えた場合は抽選をすることがあります。
※２  カリヨンの郷、セーヌ蟹江では昼食を依頼できます。（依頼する場合は費用がかかります）

研修会への参加Step1

デイサービス…………………利用者のお迎えやレクリエーション・体操の補助、
　　　　　　　　　　　　　入浴のお手伝い、ティータイムや食事の配膳などを
　　　　　　　　　　　　　お手伝いします。
通所リハビリ（デイケア）……施設内の見学、レクリエーションや体操の補助、入
　　　　　　　　　　　　　浴後の整髪、ティータイムや昼食の配膳などをお手
　　　　　　　　　　　　　伝いします。
保育所…………………………本の読み聞かせや着替えの補助などの保育の手伝い
　　　　　　　　　　　　　や、プールの掃除などを行います。
ふれあい・いきいきサロン…地域の住民の方々との交流や、レクリエーション、
　　　　　　　　　　　　　ティータイムなどのサロン活動をお手伝いします。

●申し込み方法

高齢者施設や保育所、地域のサロンなど、各施設でボランティア体験をします。ボランティア体験Step2

ボランティアに参加して、たくさんのエネルギーをもらいました。おばあちゃんた
ちは孫の話、若いころの話などたくさんのことを話してくれました。こんなにも楽
しそうに話してくれるので私がエネルギーをあげるのではなく逆にたくさんの笑顔
をもらいました。

　平成 31 年４月から、多世代交流施設「泉人」にて寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」を開催しています。「放課
後かにまるキッズひろば」は、放課後の子どもたちの居場所づくりをテーマとしており、年齢に関わりなく様々な遊
びや学びを通して子ども同士の交流を育んでいくことを目的としています。また、子どもだけではなく地域の大人
の方々にも参加・協力していただくことで、地域全体で子どもを育てていく環境を作っていくことも目指していま
す。

●放課後かにまるキッズひろば
　第１回「バルーンアート体験」
　平成 31 年４月 25 日に第１回目の「放課後かにまるキッズひろば」を開
催しました。第１回目は「バルーンアート体験」を行い、約 20 名の子ども
たちが参加しました。参加した子どもたちは、ひねったり曲げたりして
割れそうな風船に恐々としながら花の腕輪や剣などを作っていました。

寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」は様々な年代の方が関わり合って、幅広いつながりを作る
ことを目指しています。そこで、「放課後かにまるキッズひろば」の運営を手伝っていただける方
を募集しています。地域の大人の方、中学生、高校生、大学生など、少しの時間でも良いのでご
協力ください。ご協力いただく内容としては、「子どもの話し相手」、「一緒に遊ぶ」、「宿題を教え
る」など、皆さまが無理なくできる範囲のことで結構です。
ぜひ地域の皆さまの力をお貸しください。
募集の詳細は蟹江町社会福祉協議会までお問合せください。

蟹江北中学校１年生（当時）感想文提出Step3 昨年度の感想

●協力者（ボランティア）を募集しています

ボランティア
探訪

●開催情報

ボランティア体験が終了し
たら本会へ感想文を提出し
てください。

▲バルーンアート用ふうせんいろいろ

▲みんなで剣づくり ▲作った剣でチャンバラごっこ

中・高生「夏休みボランティア体験」中・高生「夏休みボランティア体験」 寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」

開催日 毎月第４水曜日

場　所 多世代交流施設　１階キッズスペース

参加費 無料
主に小学生、中学生も参加可能
（保護者の方も参加できます。）対象者

時　間 15:30 ～ 17:00 まで
（時間内なら何時からでも参加できます。）

参加者募集！ 参加者募集！
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みんなで助け合い 安心して　暮らせるまち かに え
社協の１年間の計画と予算

会議の開催
　理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）を開催
します。また、評議員選任・解任委員会を設置します。
自主財源の確保
　皆さまにご協力いただく会員制会費、福祉愛応援シー
ルや福祉基金により、自主財源を確保します。
広報
　広報紙「笑顔～かにえの福祉」の発行やホームページの
運営を行います。
音訳版・点訳版広報を配布
　音訳グループと点訳グループのご協力を得て、社協や
町の広報紙等の音訳ＣＤや点字作成を行い、視覚障がい
者の皆さまへお届けします。
フードバンクの利用
　ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋と社協が協定を
結び、生活にお困りの方に食料品をお届けします。

法人運営事業

会食会
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、長寿会
連合会の皆さま方のご協力を得て、月１回、食事と温泉
入浴・余興をお楽しみいただけます。
配食サービス（町受託事業）
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、業者に
よる安否確認を兼ねた昼食用のお弁当を自宅まで毎週月
曜日から金曜日の内、希望日にお届けします。
友愛訪問活動
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、地域の
方が訪問する見守り活動です。
日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
　認知症高齢者等で判断能力が不十分な方に、福祉サー
ビスの利用援助や日常的な金銭管理等のサポートを行い
ます。
戦没者追悼式事業
　先の大戦における本町の戦没者等に対し、御霊を追悼
するとともに、恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を
行います。
心配ごと相談事業
　弁護士による法律相談（月２回）と司法書士による相
続・登記・成年後見相談（偶数月１回）を行います。
子育て支援センター事業（町受託事業）
　実施可能な団体等へ委託し、週３回、子育て支援セン
ター事業を行います。

地域福祉推進事業

ボランティアセンター
　ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保険
の加入を行います。
かにえふくし探検隊
　町内の小・中学生を対象に「ふくし」に関わる様々な
人・物・場所を訪ね、取材を行います。
障がい者スポーツ体験
　町内の小学生を対象に障がい者スポーツの体験会を行
います。
福祉実践教室
　小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行
います。
青少年ボランティア体験学習
　中学生・高校生が、町内の保育所や高齢者福祉施設、
地域のサロンなどでボランティアを体験します。
ボランティア講座
　手話講座や入門講座などを開催し、ボランティアを育
成します。
地域住民交流フェスティバル
　多世代交流施設を会場として、さまざまな方が交流
し、地域活動の啓発につながるフェスティバルを行いま
す。
寺小屋
　町内の小・中学生を対象に、放課後の時間に宿題や遊
びを集まってできる寺子屋を行います。
入浴健康講座
　効果的な入浴方法や入浴後の体操等を学ぶ健康講座を
行います。
共生型こども食堂
　ボランティア団体等の協力を得て、地域住民を対象と
した「共生型こども食堂」を行います。

ボランティア活動育成事業 福祉団体などへ助成
　福祉団体や、ふれあいいきいきサロンへ助成します。

　低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口
資金などの貸し付けを行います。

資金貸付事業

　ケアマネジャーが介護を必要とされる方のケアプラン
を作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行い
ます。

居宅介護支援事業

訪問介護事業
　要支援・要介護認定を受けた高齢者の居宅へホームヘ
ルパーを派遣し訪問介護を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
　訪問型サービスＡの指定事業者として、要支援者の方
を対象に掃除や洗濯等の生活支援サービスを提供しま
す。
自費ホームヘルプサービス事業
　介護保険の対象外となるサービスを提供し、利用者の
生活の質を高め、地域における自立生活などの促進を図
ります。

居宅介護事業

障がい者居宅介護事業
　障がいのある方へホームヘルパーを派遣し訪問介護を
行います。

障がい福祉サービス事業

移動支援事業
　障がいのある方に対して、状況や環境に応じて外出時
における移動中の介護などの支援、地域における自立生
活及び社会参加の促進を図ることを目的に移動支援事業
を行います。

生活支援体制整備事業
　住民と関係機関などをつなぎ、「お互いさま」と思える
暮らしやすい地域をみんなで作るお手伝いをします。
かにえまるごとサポートセンター事業
　手助けをしてほしい人と手助けをする人が登録し、支
えあい活動の支援を行います。また、地域支えあいサポ
ーター養成講座などを開催し、自発的な行動に向かう人
材の育成を行います。

　障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や
助言を行います。

生活支援体制整備事業（町受託事業）

　蟹江町から指定管理者制度の委託を受け、「蟹江町多世
代交流施設」の管理運営を行います。当施設では、町民
の福祉向上と健康増進を図るとともに、世代間の交流を
通じた活力ある地域づくりを図るため、広く町民の方に
利用していただけるようにイベントや事業を提供し、地
域福祉の充実を図り、安心・安全に暮らせるまちの実現
を目指します。

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

障がい者相談支援事業（町受託事業）

車いすの無料貸出
　ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用にお貸しして
います。
ふれあいバス旅行
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰りバ
ス旅行を実施します。
敬老金の贈呈
　100 歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈します。
社会見学
　身体障がい者の皆さまを対象に日帰りバス旅行を実施
します。
子ども会活動の援助
　子ども会活動中の傷害・賠償責任を補償する子ども会
安全共済会の加入を補助します。
中学校卒業生徒へ祝品贈呈
　ひとり親家庭などの中学校卒業生徒へ祝品を贈呈します。

共同募金配分事業
平成31年度 予算
翌年度への繰越額１１８万円

多世代交流施設
指定管理事業
7,196 万円

生活支援体制
整備事業
1,027 万円

障がい者相談支援事業
1,736 万円

障がい福祉サービス事業
30 万円

居宅介護事業
1,868 万円

居宅介護
支援事業
624 万円

資金貸付事業
40 万円

共同募金
配分事業
725 万円

ボランティア
活動育成事業
78 万円

地域福祉推進事業
1,401 万円

法人運営事業
4,612 万円

支出
19,337万円

前期末支払
資金残高
1,441 万円

事業区分間
繰入金収入
200 万円

受取利息
配当金収入
1 万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,458 万円

介護保険
事業収入
2,176 万円

事業収入
1,034 万円 貸付事業収入

10 万円
受託金収入
8,184 万円

経常経費
補助金収入
3,594 万円

寄附金収入
100 万円

会費収入
500 万円基金積立

資産取崩収入
757 万円

収入
19,455万円

※１万円未満を四捨五入しています

※平成 31 年度事業計画と予算は本会において閲覧することができます。
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みんなで助け合い 安心して　暮らせるまち かに え
社協の１年間の計画と予算

会議の開催
　理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）を開催
します。また、評議員選任・解任委員会を設置します。
自主財源の確保
　皆さまにご協力いただく会員制会費、福祉愛応援シー
ルや福祉基金により、自主財源を確保します。
広報
　広報紙「笑顔～かにえの福祉」の発行やホームページの
運営を行います。
音訳版・点訳版広報を配布
　音訳グループと点訳グループのご協力を得て、社協や
町の広報紙等の音訳ＣＤや点字作成を行い、視覚障がい
者の皆さまへお届けします。
フードバンクの利用
　ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋と社協が協定を
結び、生活にお困りの方に食料品をお届けします。

法人運営事業

会食会
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、長寿会
連合会の皆さま方のご協力を得て、月１回、食事と温泉
入浴・余興をお楽しみいただけます。
配食サービス（町受託事業）
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、業者に
よる安否確認を兼ねた昼食用のお弁当を自宅まで毎週月
曜日から金曜日の内、希望日にお届けします。
友愛訪問活動
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者等を対象に、地域の
方が訪問する見守り活動です。
日常生活自立支援事業（県社協受託事業）
　認知症高齢者等で判断能力が不十分な方に、福祉サー
ビスの利用援助や日常的な金銭管理等のサポートを行い
ます。
戦没者追悼式事業
　先の大戦における本町の戦没者等に対し、御霊を追悼
するとともに、恒久平和を祈念するため戦没者追悼式を
行います。
心配ごと相談事業
　弁護士による法律相談（月２回）と司法書士による相
続・登記・成年後見相談（偶数月１回）を行います。
子育て支援センター事業（町受託事業）
　実施可能な団体等へ委託し、週３回、子育て支援セン
ター事業を行います。

地域福祉推進事業

ボランティアセンター
　ボランティア登録、連絡調整やボランティア活動保険
の加入を行います。
かにえふくし探検隊
　町内の小・中学生を対象に「ふくし」に関わる様々な
人・物・場所を訪ね、取材を行います。
障がい者スポーツ体験
　町内の小学生を対象に障がい者スポーツの体験会を行
います。
福祉実践教室
　小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行
います。
青少年ボランティア体験学習
　中学生・高校生が、町内の保育所や高齢者福祉施設、
地域のサロンなどでボランティアを体験します。
ボランティア講座
　手話講座や入門講座などを開催し、ボランティアを育
成します。
地域住民交流フェスティバル
　多世代交流施設を会場として、さまざまな方が交流
し、地域活動の啓発につながるフェスティバルを行いま
す。
寺小屋
　町内の小・中学生を対象に、放課後の時間に宿題や遊
びを集まってできる寺子屋を行います。
入浴健康講座
　効果的な入浴方法や入浴後の体操等を学ぶ健康講座を
行います。
共生型こども食堂
　ボランティア団体等の協力を得て、地域住民を対象と
した「共生型こども食堂」を行います。

ボランティア活動育成事業 福祉団体などへ助成
　福祉団体や、ふれあいいきいきサロンへ助成します。

　低所得等で資金にお困りの方に、生活福祉資金・小口
資金などの貸し付けを行います。

資金貸付事業

　ケアマネジャーが介護を必要とされる方のケアプラン
を作成し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行い
ます。

居宅介護支援事業

訪問介護事業
　要支援・要介護認定を受けた高齢者の居宅へホームヘ
ルパーを派遣し訪問介護を行います。
介護予防・日常生活支援総合事業
　訪問型サービスＡの指定事業者として、要支援者の方
を対象に掃除や洗濯等の生活支援サービスを提供しま
す。
自費ホームヘルプサービス事業
　介護保険の対象外となるサービスを提供し、利用者の
生活の質を高め、地域における自立生活などの促進を図
ります。

居宅介護事業

障がい者居宅介護事業
　障がいのある方へホームヘルパーを派遣し訪問介護を
行います。

障がい福祉サービス事業

移動支援事業
　障がいのある方に対して、状況や環境に応じて外出時
における移動中の介護などの支援、地域における自立生
活及び社会参加の促進を図ることを目的に移動支援事業
を行います。

生活支援体制整備事業
　住民と関係機関などをつなぎ、「お互いさま」と思える
暮らしやすい地域をみんなで作るお手伝いをします。
かにえまるごとサポートセンター事業
　手助けをしてほしい人と手助けをする人が登録し、支
えあい活動の支援を行います。また、地域支えあいサポ
ーター養成講座などを開催し、自発的な行動に向かう人
材の育成を行います。

　障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や
助言を行います。

生活支援体制整備事業（町受託事業）

　蟹江町から指定管理者制度の委託を受け、「蟹江町多世
代交流施設」の管理運営を行います。当施設では、町民
の福祉向上と健康増進を図るとともに、世代間の交流を
通じた活力ある地域づくりを図るため、広く町民の方に
利用していただけるようにイベントや事業を提供し、地
域福祉の充実を図り、安心・安全に暮らせるまちの実現
を目指します。

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

障がい者相談支援事業（町受託事業）

車いすの無料貸出
　ちょっとしたお出かけ時や一時的な利用にお貸しして
います。
ふれあいバス旅行
　65 歳以上のひとり暮らし高齢者を対象に、日帰りバ
ス旅行を実施します。
敬老金の贈呈
　100 歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈します。
社会見学
　身体障がい者の皆さまを対象に日帰りバス旅行を実施
します。
子ども会活動の援助
　子ども会活動中の傷害・賠償責任を補償する子ども会
安全共済会の加入を補助します。
中学校卒業生徒へ祝品贈呈
　ひとり親家庭などの中学校卒業生徒へ祝品を贈呈します。

共同募金配分事業
平成31年度 予算
翌年度への繰越額１１８万円

多世代交流施設
指定管理事業
7,196 万円

生活支援体制
整備事業
1,027 万円

障がい者相談支援事業
1,736 万円

障がい福祉サービス事業
30 万円

居宅介護事業
1,868 万円

居宅介護
支援事業
624 万円

資金貸付事業
40 万円

共同募金
配分事業
725 万円

ボランティア
活動育成事業
78 万円

地域福祉推進事業
1,401 万円

法人運営事業
4,612 万円

支出
19,337万円

前期末支払
資金残高
1,441 万円

事業区分間
繰入金収入
200 万円

受取利息
配当金収入
1 万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,458 万円

介護保険
事業収入
2,176 万円

事業収入
1,034 万円 貸付事業収入

10 万円
受託金収入
8,184 万円

経常経費
補助金収入
3,594 万円

寄附金収入
100 万円

会費収入
500 万円基金積立

資産取崩収入
757 万円

収入
19,455万円

※１万円未満を四捨五入しています

※平成 31 年度事業計画と予算は本会において閲覧することができます。
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貸部屋を利用してみなさんが参加できる教室などが開かれています。

どなたでも参加できる簡単エクサ
サイズ！子育て中のお母さんも親
子で参加できます

毎週水曜日、月１回土曜日
10:30～11:30
１回 700 円
☆回数券有
※年間登録料 200 円が必要

にこにこママネットワーク
niconicofitness@gmail.com

みんなで参加しませんか？

施設開館時間

休　館　日

住        所
Ｔ　Ｅ　Ｌ
駐　車　場

午前 10 時から午後６時まで
浴室、貸館は午後５時まで（浴室の最終受付は午後４時 30 分）
月曜日及び年末年始
※月曜日が祝日・休日の場合は直近の平日
蟹江町大字西之森字海山 326 番地３
0567-95-0026
47 台

会議室等の貸出も行っていますので、詳しくは施設までお問い合わせください。

　参加を希望される方は事前に申込みが必要です。日程、参加料などの詳細、参加申込みについては
各問合せ先へ連絡をお願いします。なお、一部の教室等については泉人１階入口前お知らせ掲示板にチ
ラシを掲示しています。
※社会福祉協議会で申込みは受付けておりませんのでご了承ください。
駐車スペースに限りがありますので、お散歩バス等を利用してお越しください。

フィットネス講座

参加料

問合せ

初めての方、身体が硬い方でも安
心してご参加ください

土曜日（不定期） ①13:15～
②14:00～ ③15:20～
①30 分 500 円
②③60 分 1,000 円
佐々木　紗由美
sayumi.yogalife8@gmail.com

ヨガレッスン

参加料

問合せ

中高年向きの音楽に合わせて行う
健康体操！チューブで筋トレなど
を行います

毎週木曜日
14:00～15:00
月 1,000 円（４回分）
阿部　八重子
090-2688-9261

日　時 日　時

参加料
問合せ

みんなで一緒にご飯を作って、
一緒に食べて、楽しい時間を
過ごす場所

不定期
子ども 200 円
高校生以上 500 円
非営利団体 ONiGiRi
twinkle0907yu@gmail.com

参加料

問合せ

泉人のご利用案内

「泉人」かわらばん
せん　　　 　と

場　　所
相談時間
予約方法

受付時間

場　　所
相談時間
予約方法

受付時間

日 　 時

場 　 所
対 象 者
受 講 料
定 　 員

申 込 み

多世代交流施設（1 階で受付）
午後１時～３時（１件あたり 30 分程度）
相談したい月の前月１日から相談日の前週の金曜
日まで電話予約（TEL96－2940）ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
月曜日～金曜日（※祝日除く）午前８時 30
分～午後５時 15 分

多世代交流施設（1 階で受付）
午後１時～３時（１件あたり 30 分程度）
相談したい月の前月１日から電話予約
（TEL96－2940）ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から
月曜日～金曜日（※祝日除く）午前８時 30
分～午後５時 15 分

８月４日、11 日、18 日、25 日　毎週日曜日
午前 10 時～午前 11 時 30 分（全４回）
多世代交流施設「泉人」３階
どなたでも。1 回だけの参加も可能です。
学生は無料。学生以外は 200 円（テキスト代等）
30 名（応募者多数の場合は抽選）
※新規申込者が４名以下の場合は中止します
※以前に講座を受けた方もお申込みできますが、新規
の方を優先します
７月 19 日（金）までに社会福祉協議会 TEL96-2940

「手話講座」参加者募集
しゅ   わ    こう    ざ

みみ　　   き　　　       　　　　　 かた               はな

みみ          き                               ひと                　　　　　　　　　　し

　　 たの              しゅ   わ         まな

たい  せつ

て　　　　はな

かた

き　　　　　　　　　しょう

しゅ　わ

さん    か   しゃ   ぼ　しゅう

日常生活でお困りのことがありませんか？

法律相談
（予約制）

相続・登記・成年後見相談
（予約制）

無料

予 約 締 切

相 談 日 21 日（水）

16 日（金）

8 月7 月 8 月 9 月

12 日（金） 9 日（金） 13 日（金）

26 日（金） 23 日（金） 27 日（金）

　耳の聞こえない方とお話ししたこと
はありますか？
　耳の聞こえない人たちのことを知っ
て、楽しく手話を学びませんか？ 

『きこえないってどんなこと？』
夏休みに
みんなで
学ぼう！

手話とは、
聞こえに障がいの
ある方たちが
手で話す

大切な「ことば」です。

日　時日　時

健康リズム体操 子ども食堂

遺産をめぐる
トラブルを防ぐには
どうしたら…
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◀ 

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

７月 17 日（水）、31 日（水）　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
蟹江町産業文化会館４階
開催日の前日までに社会福祉協議会（TEL96-2940）または
町住民課（TEL95-1111）へ
※お車でのご来場は、できる限りご遠慮くださるようお願いします。
※当日参加も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みください。

日 　 時
場 　 所

問 合 せ

日 　 時

内 容
対 象 者

参 加 費
募集人数
申 込 み

そ の 他

対 象 者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

時給体制 生活援助　時給 1,100 円　(1,060 円 )
           身体介護　時給 1,430 円　(1,390 円 )
            ※(　) 内は新規雇用から３か月間の時給です
               休日手当・早朝手当・
               深夜手当あり！

募集条件
６０歳未満で、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
務者研修の修了者のいずれかの資
格をお持ちの方。

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
助を必要とする時にもお貸しできます。
無料
３か月以内
申請者の印鑑と利用される方の身分証
明証 ( 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。

お出かけや通院時の一時的なご利用
に車椅子を無料で貸出しています。

　模擬店、盆踊り、お楽しみ抽選会など、大人も
子どもも楽しめる宵祭りです。ご家族、友達同士
でぜひ遊びに来てくださいね。
　『熱い！夏祭り』を一緒に楽しみましょう。

掲 載 枠
掲 載 料
配 布 先

１枠　縦 55 ㎜ × 横 85 ㎜
年４回　20,000 円～
蟹江町全世帯（約 16,600 世帯）
および関係事業所（約 400 か所）

日 時

場 所

期 間

場 所

そ の 他

問 : ５つの漢字で１つだけ仲間外れの漢字があります。
どの漢字でしょう？

㋐花㋑若㋒茶㋓苺㋔苗
ヒント :「くさかんむり」を取って書いてみるとわかります！ 〈締切〉７月３１日（水）（当日消印有効）

※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「笑顔～
かにえの福祉」で紹介させていただくことがあります。

ハガキに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥
電話番号⑦広報紙「笑顔～かにえの福祉」の感想や社会福祉
協議会へのご意見を書いてお送りください。
正解者の中から抽選で１名様に図書カード (1,000 円 )・抽
選で５名様に福祉 愛 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。

８月18日（日）　午後３時～4時３０分(予定)
老人福祉施設「カリヨンの郷」内（今字伊
勢苗代）
カリヨンの郷　TEL95-8830

〈先着 200 名様〉「笑顔かにえの福祉を見たよ」
という方にはドリンクをプレゼント !!

クイズクイズ

登録ヘルパーさん募集車椅子貸出し

なし

梨狩りに
でかけましょう！

急募

９月８日（日）
午前８時出発 雨天決行
役場北側駐車場へ集合
午後５時 30 分帰着予定
梨狩り他
蟹江町在住で身体障害者手帳をお持ちの方
※介助者が必要な場合は１名まで参加できます
ひとり 3,000 円（当日お支払いください）
140 名（応募者多数の場合は抽選）
８月９日（金）までに蟹江町社会福祉協議会
TEL96-2940　FAX95-7986
車椅子リフト付き観光バスも利用します。
（車椅子座席数に制限あり）

ご不明な点がございましたらご相談ください。

お気軽にご相談ください

福祉バザーの開催日

カリヨンの郷

遊びに来て！
夏祭りに

蟹江町大字西之森字海山３２６番地３
社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会「福祉クイズ」係

4 9 7 0 0 5 2
切り取り

切り取り

♡

広告募集中

身体に障がいをお持ちの皆さまへ

４月号の答えは「イ 日本最大級のモザイクタイル壁画」でした。
ご応募ありがとうございました。

※広告掲載に関する
お問い合わせは
TEL96-2940 まで

地域福祉懇談会を開催します

ご家庭に不用品はありませんか？

「蟹江町つどいの場ガイドブック」が
できました！

8 月 1 日（木）～ 9 月 30 日（月）
午前 8 時 30 分から午後５時 15 分まで
※土日・祝日は受付できません
社会福祉協議会（多世代交流施設「泉人」
内）
※ご連絡いただけますと、取りに伺いま
す。
食品・大型の物・中古品・衣類・ガラス
製品・ぬいぐるみは、ご遠慮ください。

バザー物品にご協力をお願いします。

日 時
場 所
申 込 み

　町と社会福祉協議会では、地域での助け合いや支え合いの仕組みづくりの一歩として、「蟹江町地域福祉計
画・地域福祉活動計画」を策定します。 
　策定にあたり、一人ひとりが住み慣れたまちで安心して暮らせるように、地域でのいろいろな困りごとや
課題について、日ごろ感じていることを話し合っていただくため、「地域福祉懇談会」を開催します。

　蟹江町にはたくさんの「地域のつどいの場」があります。地域のつどいの場
はただ単に地域の仲の良い人が集まっているだけではなく、知らない人同士
が出会ったり、普段一人ではやらないことをみんなで協力してやってみた
り、大勢でお話しをしてみたり、様々な刺激にあふれる場所です。そして、
そのどれもが人と人とのつながりを生み出し、より豊かな関係のある生活を
可能にします。
　ガイドブックには各地域のつどいの場の開催時間、開催場所、特徴や開催
風景などが掲載してあります。ぜひお手元に一冊置いていただきき、気の向
いた時に地域のつどいの場へ足を運んでみてください。
　「蟹江町つどいの場ガイドブック」は社会福祉協議会（多世代交流施設「泉
人」内）で配布しています。

福祉バザーの収益金は赤い羽根共同募金へ寄付され、蟹江町の地域福祉活動に役立てることができます。

10 月 27 日（日）
午前 10 時から 11 時 45 分まで
多世代交流施設「泉人」
※終了時間が前後する場合があります。

みんなで一緒に考える助け合いと支え合いのしくみ

物品受付
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◀ 

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

７月 17 日（水）、31 日（水）　午後 1 時 30 分～ 3 時 30 分
蟹江町産業文化会館４階
開催日の前日までに社会福祉協議会（TEL96-2940）または
町住民課（TEL95-1111）へ
※お車でのご来場は、できる限りご遠慮くださるようお願いします。
※当日参加も可能ですが、できるだけ事前にお申し込みください。

日 　 時
場 　 所

問 合 せ

日 　 時

内 容
対 象 者

参 加 費
募集人数
申 込 み

そ の 他

対 象 者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

時給体制 生活援助　時給 1,100 円　(1,060 円 )
           身体介護　時給 1,430 円　(1,390 円 )
            ※(　) 内は新規雇用から３か月間の時給です
               休日手当・早朝手当・
               深夜手当あり！

募集条件
６０歳未満で、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
務者研修の修了者のいずれかの資
格をお持ちの方。

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
助を必要とする時にもお貸しできます。
無料
３か月以内
申請者の印鑑と利用される方の身分証
明証 ( 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。

お出かけや通院時の一時的なご利用
に車椅子を無料で貸出しています。

　模擬店、盆踊り、お楽しみ抽選会など、大人も
子どもも楽しめる宵祭りです。ご家族、友達同士
でぜひ遊びに来てくださいね。
　『熱い！夏祭り』を一緒に楽しみましょう。

掲 載 枠
掲 載 料
配 布 先

１枠　縦 55 ㎜ × 横 85 ㎜
年４回　20,000 円～
蟹江町全世帯（約 16,600 世帯）
および関係事業所（約 400 か所）

日 時

場 所

期 間

場 所

そ の 他

問 : ５つの漢字で１つだけ仲間外れの漢字があります。
どの漢字でしょう？

㋐花㋑若㋒茶㋓苺㋔苗
ヒント :「くさかんむり」を取って書いてみるとわかります！ 〈締切〉７月３１日（水）（当日消印有効）

※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「笑顔～
かにえの福祉」で紹介させていただくことがあります。

ハガキに①クイズの答え②郵便番号③住所④氏名⑤年齢⑥
電話番号⑦広報紙「笑顔～かにえの福祉」の感想や社会福祉
協議会へのご意見を書いてお送りください。
正解者の中から抽選で１名様に図書カード (1,000 円 )・抽
選で５名様に福祉 愛 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。

８月18日（日）　午後３時～4時３０分(予定)
老人福祉施設「カリヨンの郷」内（今字伊
勢苗代）
カリヨンの郷　TEL95-8830

〈先着 200 名様〉「笑顔かにえの福祉を見たよ」
という方にはドリンクをプレゼント !!

クイズクイズ

登録ヘルパーさん募集車椅子貸出し

なし

梨狩りに
でかけましょう！

急募

９月８日（日）
午前８時出発 雨天決行
役場北側駐車場へ集合
午後５時 30 分帰着予定
梨狩り他
蟹江町在住で身体障害者手帳をお持ちの方
※介助者が必要な場合は１名まで参加できます
ひとり 3,000 円（当日お支払いください）
140 名（応募者多数の場合は抽選）
８月９日（金）までに蟹江町社会福祉協議会
TEL96-2940　FAX95-7986
車椅子リフト付き観光バスも利用します。
（車椅子座席数に制限あり）

ご不明な点がございましたらご相談ください。

お気軽にご相談ください

福祉バザーの開催日

カリヨンの郷

遊びに来て！
夏祭りに

蟹江町大字西之森字海山３２６番地３
社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会「福祉クイズ」係

4 9 7 0 0 5 2
切り取り

切り取り

♡

広告募集中

身体に障がいをお持ちの皆さまへ

４月号の答えは「イ 日本最大級のモザイクタイル壁画」でした。
ご応募ありがとうございました。

※広告掲載に関する
お問い合わせは
TEL96-2940 まで

地域福祉懇談会を開催します

ご家庭に不用品はありませんか？

「蟹江町つどいの場ガイドブック」が
できました！

8 月 1 日（木）～ 9 月 30 日（月）
午前 8 時 30 分から午後５時 15 分まで
※土日・祝日は受付できません
社会福祉協議会（多世代交流施設「泉人」
内）
※ご連絡いただけますと、取りに伺いま
す。
食品・大型の物・中古品・衣類・ガラス
製品・ぬいぐるみは、ご遠慮ください。

バザー物品にご協力をお願いします。

日 時
場 所
申 込 み

　町と社会福祉協議会では、地域での助け合いや支え合いの仕組みづくりの一歩として、「蟹江町地域福祉計
画・地域福祉活動計画」を策定します。 
　策定にあたり、一人ひとりが住み慣れたまちで安心して暮らせるように、地域でのいろいろな困りごとや
課題について、日ごろ感じていることを話し合っていただくため、「地域福祉懇談会」を開催します。

　蟹江町にはたくさんの「地域のつどいの場」があります。地域のつどいの場
はただ単に地域の仲の良い人が集まっているだけではなく、知らない人同士
が出会ったり、普段一人ではやらないことをみんなで協力してやってみた
り、大勢でお話しをしてみたり、様々な刺激にあふれる場所です。そして、
そのどれもが人と人とのつながりを生み出し、より豊かな関係のある生活を
可能にします。
　ガイドブックには各地域のつどいの場の開催時間、開催場所、特徴や開催
風景などが掲載してあります。ぜひお手元に一冊置いていただきき、気の向
いた時に地域のつどいの場へ足を運んでみてください。
　「蟹江町つどいの場ガイドブック」は社会福祉協議会（多世代交流施設「泉
人」内）で配布しています。

福祉バザーの収益金は赤い羽根共同募金へ寄付され、蟹江町の地域福祉活動に役立てることができます。

10 月 27 日（日）
午前 10 時から 11 時 45 分まで
多世代交流施設「泉人」
※終了時間が前後する場合があります。
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みんなでワッハッハ！（笑いヨガ体験・富吉健康サロン）
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人生100年時代を地域で生きる！ 「富吉健康サロン」
ボランティア探訪　参加者募集
社協の１年間の計画と予算
「泉人」かわらばん
ほっとだより
かにまる通信
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社会福祉協議会が
お届けする

“かにえの福祉”

クイズにお答えいただいた方の中から抽選で図書カード（1,000円）を1名様にプレゼント!!

　日本人の平均寿命（2016 年のデータ）は、女性 87
歳、男性 81 歳で世界一の超長寿国です。しかも１日５
時間のスピードで伸び続け、26 年先の 2045 年には
100 歳に到達すると予測されています。老後の人生は
思っていたよりも長いものになりそうです。一般に言
われている定年退職後の老後そのものの概念も変わっ
てくることでしょう。老後の日々の「生き方」は、もう
歳だからと選択肢を狭めなければ、たっぷりとある時
間で、いろんなことができるはずです。

　食事に気を付ける、運動をする、趣味を持つ、人との
関わり合いを持つ、新たに職に就くなどに加えて、高齢
者自身で暮らしやすい地域づくりに参加するのもその一
つです。
　蟹江町では、地域における「支え合い・助け合い」の活
動として、かにえまるごとサポートセンターがあります。
　高齢者の出番はまだまだあります。長生きはリスクじ
ゃないよ！メリットですよ！と思えてきませんか？

　（サポーター M）

　かにまるサポーターを始めて早くも３年
目を迎えました。最初に依頼があったのは
高所の清掃でした。自宅でもあまり経験が
なかったのでドキドキで伺いました。気さ
くなご夫婦のお宅でしたので緊張もなくキ
ッチンの換気扇や居間のエアコンを済ませ
たらまだ時間があり、ついでに２階のエア
コンの清掃もやりました。その後しばらく
空きましたが、昨年から買い物依頼に月２
回行っています。初めの頃は慣れないこと

もあって戸惑いもありましたが回数を重ね
るうちに食べ物の好み等が分かってきて順
調に回っています。スーパーから帰ってき
た時、依頼者のねぎらいの言葉をもらうと
本当に嬉しいものです。
　かにまるサポーターは老老介護のひとつ
だと思います。元気な老人が困っている老
人を助ける、いつか自分も反対の立場にな
るまでサポーターを続けていきたいと思っ
ています。 （サポーター Y）

　かにえまるごとサポートセンターの登録サポーターが中心になって運営する集いの場「かにまるカフェ」は
「はるす蟹江」に加え、多世代交流施設「泉人」でも今年度から開催することになりました。
　「泉人」での第 1 回目が５月 12 日（日）にスタートし、温泉に入浴された方やサポーターが入り混じって思い
思いの時を過ごしました。母の日のプレゼントにと花飾りを作るコーナーには、お父さんと温泉に来た小学生
の兄弟が参加。サポーターの手ほどきを受け、それぞれにかわいい花飾りを仕
上げていました。編み物コーナーではカラフルな毛糸を前に口も手も動かして
にぎやかでした。人気の手相占いは順番待ちになるほどでした。また、外のテ
ラス席ではコーヒーを片手に風に吹かれてゆったり談笑する姿も見られました。
　かにまるカフェは毎月第 2日曜日の 10 時から 12 時まで、奇数月は「泉人」で、
偶数月は「はるす蟹江」で開く予定です。どうぞお出かけください。（サポーター T）

人生100年の生き方

サポーター
の声

かにまる
カフェ かにまるカフェ・泉人 オープン！

かにまる通信
かにまるサポーター制作！

次回のカフェは７月14日（日）10:00～12:00 泉人

ずっと暮らしてきた
この場所で
暮らし続けたい

あなたの想いを
サポートします！

特　集
とみ　　よし
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