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泉人まつり2019×にこにこママフェスタ特 集

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!!



　新年明けましておめでとうございます。
　皆さま方には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心からお
慶び申し上げます。
　本会では、一昨年十月に開館した多世代交流施設「泉人」
を活動の拠点として、子どもから高齢者まで地域の誰もが安心
して暮らせる町「かにえ」を目指した事業を進めてきました。「泉
人まつり」では、多くの老若男女が集い、楽しい交流活動が見
られました。本年もより充実した事業を推進してまいります。
　また、生活支援体制整備事業の一環として取り組んできた
「かにえまるごとサポートセンター」の事業も、地域包括ケアシ
ステムの構築に向けて、一層充実した取組を進めてまいります。
　本年も一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げ
ますとともに、皆さま方のますますのご健勝ご多幸を心からご
祈念申し上げます。

社会福祉法人
蟹江町社会福祉協議会長

飯田 數義
蟹江町長

横江 淳一
　新年明けましておめでとうございます。
　町民の皆さまにおかれましては、輝かしい新年をお迎えの
こととお慶び申し上げます。
　社会福祉協議会におかれましては、多岐にわたる事業実
施に感謝と敬意を表し、心から厚くお礼申し上げます。
　近年は、高齢化に伴う孤独死、高齢者や児童虐待、貧困
に加え、中高年のひきこもりなどさまざまな地域社会問題を
抱えております。そこで、町と一体となった施策の展開を考
え、よりよい町にしていくことが必要であります。
　最後になりましたが、社会福祉協議会のますますのご発
展と会員の皆様のご活躍を心よりご祈念申し上げ、新年の
ご挨拶とさせていただきます。

い い 　 だ 　　　 か ず　 よ し よ こ 　 え 　　　じゅん　い ち

太田　正志さん自立更生者

愛知県身体障害者福祉団体連合会会長表彰
お お た 　　ま さ し

愛知県身体障害者福祉大会

舟入子ども会様無事故子ども会

愛知県子ども会連絡協議会会長褒状
ふないり

愛知県子ども会大会

杉山　春吉さん
築舘　和美さん
山田　　清さん
小酒井博登さん

新屋敷第２クラブ会長

水明台クラブ会長

新蟹江第６クラブ会長

新蟹江第９クラブ会長

育成功労者（5 年以上の単位クラブ会長）
愛知県老人クラブ連合会会長感謝状

すぎやま　　はるよし

つきだて　　か ず み

や ま だ 　　    きよし

こ ざ か い ひ ろ と

上之町第１クラブ様優良老人クラブ

愛知県老人クラブ連合会会長表彰
かみのちょう

愛知県老人福祉大会

横井　章江さん（蟹江西保育所）
森部　誌郎さん（蟹江町社会福祉協議会）
ふれ愛サロンの会様

社会福祉施設・団体役職員

市区町村社会福祉協議会役員

社会福祉事業の進展に寄与した者

愛知県社会福祉協議会会長感謝状
よ こ い 　　あ き え

も り べ 　　し ろ う

松下　幸代さん（大字今）
近藤　洋成さん（蟹江町社会福祉協議会）

民生委員・児童委員 15 年以上

社会福祉施設・団体役職員

愛知県社会福祉協議会会長表彰　
まつした　　さ ち よ

こんどう　　ひろしげ

山田　洋子さん（緑二丁目）
服部　良則さん（大字蟹江新田）
水本　清志さん（本町五丁目）
横江　博子さん（城一丁目）
伊藤　純子さん（富吉二丁目）

民生委員・児童委員 25 年以上

民生委員・児童委員 20 年以上

民生委員・児童委員 15 年以上

民生委員・児童委員 10 年以上

民生委員・児童委員 10 年以上

愛知県知事感謝状
や ま だ 　　よ う こ

はっとり　　よしのり

みずもと　　き よ し

よ こ え 　　ひ ろ こ

い と う 　　じゅんこ

谷中ひさ子さん（大字蟹江本町）民生委員・児童委員 20 年以上

愛知県知事表彰

愛知県社会福祉大会

飯田　數義さん育成功労者

東海北陸地区子ども会連絡協議会会長表彰
い い だ 　　かずよし

東海北陸地区子ども会育成研究協議会

たになか　　　　 こ
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松屋㈱
㈲小川建設
㈱ヤオキスーパー
㈱若菜
㈲宇佐美手袋
㈱セノオ
高梨産業㈱
㈱十六銀行蟹江支店
㈱エンチョー蟹江店
トヨタカローラ中京㈱
㈲スマイル
㈲元海
㈱加賀悦商店
㈲立木
㈱成菱自動車
㈱佐治新聞舗
㈲杉庄
㈱中京銀行蟹江支店
海部ニット㈱
中京製パン㈱
㈲フジカン
㈱ツノダ
㈲丸河
かにえカメラ
和のギャラリー松屋
甘強酒造㈱
高博事務所
海部建設㈱
㈱ミニミニ蟹江店
いとり呉服店
㈱三菱ＵＦＪ銀行蟹江支店
㈲三沢工業
㈲髙さか
㈱ナビハウス
明治安田生命保険（相）蟹江営業所
近藤建設㈱
㈱アンレット
あいち海部農業協同組合蟹江支店
鈴木食品㈲
㈲黒川時計舗
㈱アキタ
安達商店
阪和電設㈱名古屋営業所
㈱ハチブン
㈱シンセイ製作所
㈲インテリア服部
㈱蟹江佐藤牛乳店
いちい信用金庫蟹江支店
㈲安藤鉄工所
㈲ステキ化工研究所
㈱丸三運輸
㈱岩間電機製作所
こりとーる蟹江本店㈱穂香
日本生命相互会社蟹江営業部
NPO 法人介護研究会笑
庄屋
まるい
吉祥
山本医院
㈱ヨコエ
すぎうらクリニック
㈱レクスト（蟹江愛昇殿）
㈲米柳

ねこぐるま
柴田燃料店
中島正博事務所
内川司法書士事務所
㈲右大臣
石塚生花店
都屋㈲
みろく
なまずや
尾関紙器製作所
㈲三井シャトレーゼ蟹江店
かにえ法律事務所
健針堂釣具店
みなと医療生活協同組合かにえ診療所
ガーデンカフェサンフルーリ
㈲高阪組
山田幸敏税理士事務所
㈱三重銀行蟹江支店
㈲清芳屋カニエ店
（医）デンタルクリニック服部

㈲三日月家具
㈱三河屋
愛知トヨタ自動車㈱蟹江営業所
鈴木建設㈱
山田建設㈱
㈲吉田商店
㈱東京屋
名古屋セラミックス㈱
（資）東光電業社
（資）臼井紙器工業所
㈲愛知技研化成
蟹江住宅設備㈱
みかく堂
ネッツトヨタ名古屋㈱蟹江店
㈲吉田不動産
㈱ヴァンドゥルポ
㈱山田尊久建築設計事務所
㈱近藤機械製作所
㈲船吉
㈲凾政紙工
㈲河文商事
㈲幸商事（洋食やピオニ）
オレンジ整骨院

スポーツクラブアシスト蟹江
三守鐵鋼㈱
㈱赤ちゃんデパート水谷
（名）山田木工所
㈲バンノウ興産
桑名三重信用金庫蟹江支店
大永ホームサービス㈱
久保田内科産科婦人科クリニック
㈲丸昇
㈱日光鋳工場
山田自動車
㈱近藤熔接
佐藤工業所
㈱ホンダカーズ東海
㈲掛井塗装工業所
㈱光板金工作所
草野産業㈱名古屋支店

㈲宮西組
森吉通運㈱
BODY SHOP ABIRU
博多ラーメン本丸亭
カニエ防災㈱
㈲大和商工
㈲吉田プレス工業所
浩浩園
東名開発㈱
㈲中神製作所
ウイストン㈱
㈲タナカ建装
東海興業㈱
カニエ JAPAN ㈱
㈱加藤建設
ＣＥ・ＫＡＴO ㈱
ビストロ・シェ・ヤマ
和光商会
ニッシンテクニス㈱
㈲奥田不動産
㈲みづほ園芸
㈱加藤工業所
福山通運㈱名古屋西支店
㈱青木塗装所
富吉運輸㈱
㈱蟹江運送店
㈱スギヤマ蟹江工場
㈲寿屋富吉
みどり動物病院
㈲夢実（リサイクルくる）
㈱いさじ代理店
港大宝運輸㈱
八形工業㈱
㈱なかみち
カニエ水道㈲
藤安全施設㈱

丸二衛生㈲
㈱クリンテック
㈱ぬし与仏壇店蟹江店
日東ホーニング工業㈱
㈱堀之内工務店
㈱マルサン
珈琲屋　らんぷ
浜舟
コーヒーハウスハミング
宇佐美自転車商会
㈲岩崎電気商会
湯元館
㈱柴正
㈱前川建築設計事務所
ダイナパック㈱蟹江事業所
㈱ホリキタ電工
鳩
㈲本間石材店
㈲後藤石油
Honda Dream 名古屋西
㈲近藤住建
愛西センターレス工業㈱
㈱光源社
㈱愛知銀行蟹江支店
㈲中日樋口新聞舗
㈲古橋工芸

㈲古宮清掃
名古屋トヨペット㈱
(医)瑞頌会尾張温泉かにえ病院
東放企業㈱（尾張温泉）
戸谷硝子住建㈱
㈱戸谷組
㈲葵塗装工業所
㈲河野鈑金
西日本エアウォーター物流㈱名古屋営業所
司雀
㈲魚久仁
㈱中日ベビー商会
㈲パリジャン
カニエスポーツ
カニエ動物クリニック
平野税理士事務所
セブン - イレブン蟹江町源氏店
六三蟹江店
山口会計事務所
桂喜
美容室 OZZ
㈲ポンレヴェック
㈱マリノ蟹江店
㈱ティア
美容室 BISARA
福谷管工㈱
岩瀬工芸
杉本直樹税理士事務所
関山和宏税理士事務所
白倉則朋税理士事務所
志の島かにえ店
野菜ソムリエ認定店活粋食堂
Ｓｅｌｅｃｔ ｓhｏｐ Ｒｏlｙ Ｐｏlｙ
㈲三共建設
㈱佐屋川
（医）月星歯科クリニック
タカイエンタープライズ㈱

㈱東亜鐡工商事
㈱飯田製作所
㈱石原水道
アマ金属工業㈱
フミン化工㈱
㈱三星電機製作所
㈱山田設備工業
奥田商事㈱
㈲藤吉金型
後藤樹脂工業所
山田酒造㈱
海部南事業（協組）
㈱神星アルミ製作所
㈲山田印刷
セーヌ蟹江
㈱神田工業
㈲高須石材店
㈱太田工産
（社福）カリヨン福祉会
（社福）蟹江福祉会
㈱大笹組
㈲伊藤製作所
㈱リクサス
中央陸運㈱愛知営業所
㈱開健精器

中部第一輸送㈱
第一物流㈱
第一貨物㈱名古屋西支店
㈱共栄製作所
加藤軽金属工業㈱
㈱サカエプレス
㈱トタニ合金
フラワーガーデン戸谷
㈱東海鈑金
㈲名阪不動産
㈱三島金属製作所
㈱八幡製鋲所  
カニエ金属㈱
㈲成電舎
㈱ヘイセイ
ＣＢＣテレビ
㈱西日本宇佐美　東海支店
タカヤマ産業㈱
㈲村口設備工業
飯田不動産
㈱ムロオ名古屋支店
㈱義津屋ＪＲ蟹江駅前店
㈱オクムラ
調和工業㈱名古屋支店
菜も屋
㈲本城
㈲渋江商店
加里部亭
正力
明山堂
愛豊工業㈱
㈲カニエ製菓
やまだクリニック
吉田鉄工㈱
㈱成田タイヤ
寺西ライスセンター
税理士法人中央会計名古屋西事務所
（医）維仁会蟹江ゆう歯科
鍋清グローリー㈱
よこい歯科クリニック
フリーデ動物病院
㈱プレジィール
大橋接骨院
あじさいデンタルクリニック

㈱黒川建築事務所
日本システム・クリエート㈱
岡村会計事務所
㈱メディカル加藤
三重交通㈱北勢旅行支店
㈲シーエスプラス
㈲末平商事
㈱アイ・ツーリスト
㈱大谷葬具店
ニシキ㈱
㈱丸八

※赤い羽根共同募金に
ご協力いただいた法人
事業所のご芳名は、4
月号に掲載予定です。

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区
須西学区

町外

新規会員募集のお願い

令和元年度 社会福祉協議会会員制会費に
ご協力ありがとうございました

　お寄せいただきました会費は、町民皆さまの参加による「福祉の町
づくり」を目標に、高齢者・障がい者・母子父子家庭・子ども・地域
福祉など社会福祉事業推進のために有効に活用させていただきます。
　今後とも地域福祉の推進に向けて、ご期待に応えるべく努力してま
いりますので、ご支援をお願い申し上げます。

本会の会費は年間を通して募集しています。加入していただける方がいらっしゃいましたら、
社会福祉協議会（☎96-2940）までご連絡ください。

合 計
施設会員 ( 福祉施設 )
法人会員 ( 法人及び事業所 )
特別会員 ( 個人及び団体 )
一般会員 ( 各世帯 )

区 分

7,275
7

380
496

6,392
加入数（口）

4,846,450
14,000

1,141,000
495,500

3,195,950
会費額（円）

令和元年 10 月 31 日現在会員制会費の加入状況

ご協力いただいた法人事業所 ( 敬称略・順不同 )
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特 集 泉人まつり2019
せ ん と

～  ち い きまるごと　 　 　 よっといＤＡＹ!  ～

　 「泉人まつり 2019× にこにこママフェス
タ」では、チャリティーイベントとして「福祉
バザー」と「フリーマーケット」を行いました。
福祉バザーは地域の住民の方々から商品をい
ただき、その販売から生まれた収益を共同募
金として寄付し、蟹江町の福祉の増進に役立
てています。また、にこにこママネットワー
クが開催する子ども用品を中心としたフリー
マーケットは、その収益のほとんどを被災地
支援のために寄付しています。どちらのイベ
ントも足を運んでくださった皆様のおかげで、
大盛況となりました。ありがとうございまし
た。

　令和元年 10 月 27 日に蟹江町多世代交流施設にて「泉人まつり 2019× にこにこママフェスタ」が開
催されました。このイベントは蟹江町多世代交流施設開設一周年を記念するとともに、地域の福祉活動
に関わる様々な事業者・団体の方々が、日ごろの活動や取り組みを地域住民に広く伝えられる機会をつ
くることを目指したものです。当日、会場には約 3,000 人が来場され、各ブースそれぞれに大変なに
ぎわいを見せていました。

　ママブース、企業ブース、福祉ブース合わ
せて５３ブースが出展されました。ワークシ
ョップや縁日、飲食物販売やゲームなどなど、
それぞれのブースが独自の内容で出展されて
いたので、全部は回りきれないくらい充実し
たイベントになりました。

4 かにえの福祉 2020年1月号



にこにこママフェスタ
～  ち い きまるごと　 　 　 よっといＤＡＹ!  ～

　ステージでは開場時にオープニングセレ
モニーがあり、開場後には Wings 様、チー
ムＫ様、YATOXILE 様のパフォーマンスで
盛り上げていただきました。また、ハロウ
ィン仮装ファッションショーも開催され、
さまざまな衣装に身を包んだ子どもたちが
ブースに寄っては「トリック オア トリー
ト！」と言い、会場を和ませてくれました。

 　体育館では電動車いす体
験や折り紙工作、子どもの遊
び場とボッチャ体験が行われ
ました。泉人会場から少し離
れていましたが、子どもを中
心にたくさんの方々に来てい
ただき、活気の溢れる会場に
なりました。ボッチャでは、
参加した子どもたちから時折
「イエーイ！」と歓声が上がっ
て、白熱したゲームを楽しん
でいるようでした。

　本イベントの開催に際しまして、多くの企業・団体様からご支援をいただきました。また、たくさん
のボランティアの方々に当日の運営にご協力いただきました。ありがとうございました。
●協力企業、団体一覧（敬称略、五十音順）
　あじさいデンタルクリニック、安達商店、株式会社アンレット、株式会社伊藤園、王子ネピア株式会
社、尾張温泉東海センター、介護老人保健施設かにえ、株式会社加藤建設、蟹江北中学校、蟹江中学校、
蟹江町商工会、観光交流センター祭人、関西フローズン株式会社、コープあいち、寿屋富吉、コメリン、
株式会社戸谷組、トヨタカローラ中京株式会社蟹江店、中川コロナワールド、日本システム・クリエー
ト株式会社、はるす蟹江、ハレルヤ施術院、三菱電機ビルテクノサービス株式会社中部支社、宮前、名
糖産業株式会社、メナードフェイシャルサロン蟹江桜、モスバーガー蟹江けいさつ前店、YATOXILE、
株式会社若菜、ＮＰＯ法人あいちかすがいっこ、認定ＮＰＯ法人セカンドハーベスト名古屋
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　「夏休みボランティア体験」は本会が毎年夏休みの間に中学生・高校生を対象として開催しており、今年度は８
月 19 日から 26 日にかけて 215 人が参加しました。体験先は高齢者施設「カリヨンの郷」２か所、「セーヌ蟹江」、
「しょうぶ会」及び町内の保育所６か所、地域のふれあい・いきいきサロン２か所、蟹江西子育て支援センターの
合計 13 か所です。高齢者施設及び保育所、地域のつどいの場でのボランティア活動を通して、参加者の皆さん
から寄せられた感想をご紹介します。

●今回のボランティア体験では乳児クラスを担当しました。

乳児の子たちは、まだうまく会話をすることができないの

で、どう接して良いか分かりませんでしたが、よく見てい

くと表情や身振りで気持ちを伝えてくれていることが分か

り、それに応えることができました。声をかけると笑顔で

返事をしてくれたり、一生懸命に話してくれる姿を見て、

コミュニケーションをすることは本当に大切なことなんだ

と思いました。（蟹江北中学校２年）

●色々な子どもたちと接していると、一人ひとりの性格があ

って、その一人ひとりの性格に合わせるのがすごく大変で

した。このボランティア体験を通じて、常に小さい子ども

の目線に立って接することの難しさや大変さ、もちろん楽

しさも感じることができました。（蟹江中学校２年）

●デイサービスの利用者の方の手洗いとうがいのお手伝いを

していた時、一人の車いすの方から「前にかがむことがで

きないから水をかけてほしい」と言われました。車いすに

乗った人はたくさんいましたが、前にかがめない人には会

ったことがなかったので、私は少し驚きました。この体験

から、一人ひとりに寄り添って、自分の当たり前を押し付

けないようにしなければならないこと、常に相手の立場に

なって考えること、行動することの大切さと大変さを学び

ました。（蟹江北中学校３年）

●デイサービスのボランティア活動の中で高齢者の方とお話をしていると、自然と生きがいの話になりまし

た。それを聞いていると「元気なうちにあちこち行きたい」とおっしゃる方もいれば、「こういう施設での

んびりしていればいい」とおっしゃる方もいて、一人ひとり生きがいが違うことがよくわかりました。世の

中の高齢者に対する見方は変わってきていますが、人それぞれ生きがいが違っていて、それを侵害せず、大

切にしてほしいと思いました。（蟹江中学校２年）

●私は当初、ボランティアに対して「助けてあげる」という

イメージでした。しかし、実際にはボランティア活動の中

で学ばせてもらったこともたくさんあり、互いに良い影響

を与えられるものだと思いました。この体験を通して交流

の大切さ、コミュニケーションの大切さを感じました。世

代は違いましたが、色々なことを話し、触れ合ったことは

とても良い経験になりました。（蟹江中学校２年）

●子育て支援センターは保育所と違い、子どものお母さんたちとも

お話ができるところが良いと思いました。私には子育てのことは

まだよくわかりませんが、お母さんたちやその友達、スタッフの

方達が気軽に話し合っていて、子どもの相談もできて、お母さん

もお父さんもとても楽しそうでした。（蟹江中学校１年）

ボランティア
探訪

夏休みボランティア体験
「相手の立場で接することの大切さを学んだ」

夏休みボランティア体験
「相手の立場で接することの大切さを学んだ」

サロン・子育て支援センター

高齢者施設

保育所
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　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、地域住民間の主体的な活動をよりスムーズに進め、誰もが自分のまちの
取り組みに参加できる環境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 18 団体と個人 39 名が登録し、様々な活動を行っています。今回の「ボランテ
ィア探訪」では、登録いただいているボランティア団体のうち、5 団体をご紹介します。もしご紹介するボランティ
ア団体に興味を持たれた方はお気軽にボランティアセンターに問合せください。

ボランティア団体ご紹介ボランティア団体ご紹介

会員数

日 時

場 所

内 容

モットー

蟹江町内全域
特に制限なく依頼により活動をしている
23名

・防災・減災に関する啓発活動
・防災訓練・防災学習会への企画・協力
・講演会の実施
・FMななみ防災・減災啓発放送への協力

かにえ防災・減災の会かにえ防災・減災の会
自分の身は自分で守る
～いざという時、あわてない為に～

会員数
日 時 場 所

内 容

モットー

近鉄蟹江駅前防犯ステーション、周辺地域毎週月曜日、金曜日　14:00～17:00
１３名

地域の安全は地域で守る

近鉄蟹江駅前防犯パトロール隊近鉄蟹江駅前防犯パトロール隊
近鉄蟹江駅前防犯ステーションでの駐在・立番。小中学生や通行人への防犯や安全の声かけ運動。近鉄蟹江駅周辺の
パトロール、ごみ拾いなど、防犯ボランティア活動の輪。

会員数
日 時

場 所

内 容

モットー

①蟹江西子育て支援センターにこにこ
　（蟹江町大字西之森字海山326番地３）
②にこにこのいえ（蟹江町学戸四丁目13番地）

①火・木・金　10:00～15:00
②月（不定期）　10:30～12:00

48名

NPO法人
にこにこママネットワーク

NPO法人
にこにこママネットワーク

子育て支援センターやプレママ・産後ケアサロンを
運営しています。子連れの母親でもできる社会活
動として、チャリティフリーマーケットや交流イベン
トの企画、運営もしています。

子育て期のかけがえのない時間に笑顔のママを
増やすこと

   

会員数
日 時

場 所

内 容

モットー

毎月第 3水曜日　13:30～ 15:30
14 名

睦美会
ボランティアサークル

睦美会
ボランティアサークル

日頃困っている事や疑問に思っている事など
話し合っています（民生委員さんも含めて）と
同時に会員の健康状態も知りあえています。
また講師の先生を招き、高齢者の健康面、栄
養面、時々体操等勉強しています。（会費 300
円）

ライオンズマンションニューシティ蟹江管理棟
２階

お互い様の気持ちで地域の方々と協力し合い
楽しい仲間づくり

会員数
日 時

場 所

内 容

モットー

①蟹江町内及び大治町内の高齢者福祉施設
②定例会　毎月第１水曜日　13:30～　産業文化会館

不定期
おおむね、おひとりに月１回約１時間。
施設とその方の都合に合わせて。

11名

蟹江町
傾聴ボランティアふくみみ

蟹江町
傾聴ボランティアふくみみ

いつも、あたたかく、ほっとして、お話しされる方が
安心できるように自分をみがく。地域の施設で高齢
者介護を頑張っている職員さんと手をつなぐ。
・町内の高齢者施設に入所しておられる方におお
　むね月１回訪問して傾聴しています。
・お話ししてくださる人の人権を尊重し、大切にす
　るため勉強会と指導者からのスーパーバイズを
　続けています。
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寒い日が続いています。こんな季節は暖かい場所でゆっくり過ごしたいですよね。
そんなときはぜひ泉人へお越しください。

寒い季節は泉人で過ごしませんか？

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。

泉人のご利用案内

「泉人」かわらばん
せん　　　 　と

１Ｆ　キッズスペース２

２Ｆ　入浴施設

床暖房を完備しているので、暖かく、快適に過ごしていただけます。
施設開館日の午前１０時から午後６時まで自由にご利用いただけます。
※こちらでの食事はできません。

●入浴施設を利用できる方 : 蟹江町民（在勤・在学の方を含む）
●ご利用にあたって
　オムツを着用している方、介助が必要な方のご入浴は衛生・安全管理上お断りさせていただきます。

年始は１月４日（土）から営業します。みなさまのご利用お待ちしております。
( 社会福祉協議会は 1 月 6 日 ( 月 ) より営業します。)

温泉に入って体の芯から温まりましょう。入浴後は休憩スペースでゆっくりおくつろぎください。
入浴施設は午前１０時から午後５時まで、最終受付は午後４時３０分までです。

おもちゃや絵本も充実しています
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●今後の予定　「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、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。

　ボランティア活動に関わる方、関心のある方、ボランティアの力を必要としている方々がお互いの活動を知り、
ボランティア活動とその広範な取り組みへの理解を深め、交流の輪を広げていくことを目指してボランティア交
流会を開催します。

※寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」では協力
者（ボランティア）を募集しています。詳細は蟹江
町社会福祉協議会までお問合せください。

予約方法

●開催情報
開催日
時　間

毎月第４水曜日

①主に蟹江町内で活動するボランティアグループ及び個人
②町内の福祉関係事業者
③ボランティア活動に関心のある個人・団体・企業など
令和２年１月 29 日（水）　午後１時 30 分から午後３時
蟹江町多世代交流施設「泉人」２階　多目的室１
①ボランティア活動報告・発表　②ボランティア情報交換会
蟹江町社会福祉協議会　TEL 96-2940

場　所 蟹江町多世代交流施設　１階キッズスペース
参加費 無料
対象者

対象者

日　時
場　所

内　容
申込み

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。）

15:30～17:00まで（時間内なら何時からでも参加できます。）

３月 25 日

２月 26 日

１月 22 日 ボッチャ体験

磁石で動くスライムをつくろう

オリジナルせっけんづくり

※プログラムは変更になる場合があります

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

予約方法 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

受付時間

場　　所 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）
月曜日～金曜日（祝日除く）　午前８時３０分～午後５時１５分

相談時間

日常生活でお困りのことはありませんか？

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 １９日（水）

１４日（金）まで

２月１月 ２月 ３月
１０日（金） １４日（金） １３日（金）
２４日（金） ２８日（金） ２７日（金）

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

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」

広げよう、ボランティアの輪！
蟹江町ボランティア大交流会を開催します！

参加者
募集！

9かにえの福祉 2020年1月号



◀ 

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

お気軽にご相談ください

海部地区心身障害児者保護者会連合会では、心身障害児者への理解と啓蒙活動の一環として
次のとおりチャリティーコンサートを開催します。

日 　 時

場 　 所

出 演 者

協 力 金

主 　 催
問 合 せ 

２月 11 日（火・祝）
開場／午後 1 時 30 分
開演／午後２時
津島市文化会館
（津島市藤浪町
 ３丁目 89 番地 10）

小錦八十吉
（KONISHIKI バンド）さん
１枚　3,000 円
（大人・子供の区別なし）
海部地区心身障害児者保護者会連合会
みのり会　会長　戸谷 
TEL・FAX 96-2194

問 : この中で１月を表しているのはどれでしょう？？
①如月

（きさらぎ）
②葉月
（はづき）

③睦月
（むつき） 〈締切〉令和２年1 月31 日（金）（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。

クイズクイズ

ご寄附ありがとうございました

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「クイズ」係

4 9 7 0 0 5 2
切り取り

切り取り

♡

１０月号の答えは「②こうもり」でした。
多数のご応募ありがとうございました。

事務職【正規職員１名】
地域福祉の推進に係る福祉専門業務並びに一般事務
（定款に記載する業務全般）
月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前８時３０分～午後５時１５分
ただし、勤務形態の変更などで勤務日を変更する場合あり

蟹江町社会福祉協議会（蟹江町多世代交流施設「泉人」内）
· 高校卒業以上（令和２年３月末までの卒業見込者含む）
· 要普通自動車免許（ＡＴ車限定可）
· 社会福祉士、社会福祉主事、介護福祉士または介 　 
　護支援専門員の資格をお持ちの方歓迎！
職員給与に関する規則による
１月 21 日（火）まで（郵送必着）に、「採用試験申込書
（本会窓口及びホームページから入手できます）」、「履
歴書」、「最終学歴の写し（卒業証明書）、又は卒業見込
証明書」、「運転免許証の写し」、資格がある方は「資格
登録証写し」を総務係へ提出してください。
２月２日（日）午前１０時から
一般教養試験、作文試験及び面接試験

職　　種
業務内容

勤務時間

勤務場所
受験資格

給 与 等
申込方法

採用試験

職 員 募 集
令和２年４月１日付採用の職員を募集しています。

「誰もが安心して暮らせるまち」を目指して働きませんか？

経福会様…………………………………… 50,000円
明治安田生命　蟹江営業所様………… 20,000 円
令和元年 9 月 1 日～ 11 月 30 日（受付順）

コンサートチャリティーふれ愛

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。

登録ヘルパーさん募集急募
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書道・ポスター作品コンクール

今年は小・中学校から書道・ポスター併せて２,１４２点の応募がありました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

赤い羽根共同募金

蟹江中学校 ２年

草薙　優依さん
くさなぎ ゆい

新蟹江小学校 ６年

大林　奏斗さん
おおばやし かなと

須西小学校 ６年

堀川　心晴さん
ほりかわ こはる

舟入小学校 ６年

鈴木　彩心さん
すずき あやね

蟹江小学校 ３年

西川原　由彩さん
にしかわら ゆい

蟹江中学校 ２年

加藤　遼馬さん
かとう りょうま

新蟹江小学校 ４年

黒川　真愛さん
くろかわ まな

須西小学校 ３年

森　悠玖さん
もり ゆずき

舟入小学校 ３年

山田　悠人さん
やまだ はると

蟹江北中学校 ３年

横田　壮祐さん
そうすけよこた

学戸小学校 ６年

三浦　美陽さん
みうら みひる

蟹江北中学校 ２年

長谷川　永愛さん
はせがわ のえ

学戸小学校 ５年

飯田　華加さん
はなかいいだ

蟹江小学校 ６年

草薙　菜帆さん
くさなぎ なほ

ポスターの部

書道の部
県入選

県入選

町入選

町入選

児童・生徒の入選作品を紹介
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　「出会いに　ありがとう」
　訪問先の会員さんが、18 歳年上で、85
歳までパッチワーク教室に通っていた事、
若い時は洋裁を、その他いろいろの趣味を
楽しみに毎日を過ごしていた事など、お掃
除をしながらお話を聞いていました。私も
洋裁と編物を趣味にしていますので、訪問
するたびに、手作りの物に興味を持っても

らい通わせていただいています。
　特に、パッチワークのパーツをいただき
編物と組み合わせて袋物を作り始めていま
すが、二人の合作が満足のいく物になって
います。
　私も 85 歳まで手作りが続けられますよう
に、訪問するたびに幸せをいただいていま
す。このご縁に感謝します。（サポーター G）

　毎月１回、泉人で「かにまるサポーター交流会」を開いていま
す。センター事務局から月ごとの活動報告の他、サポーターが
交替でどんな活動をしているかを発表し、気づきや悩みなど
を出し合って意見交換します。その後は毎月テーマを変えてミ
ニ講座やお楽しみ会で交流を深めています。例えば、避難所
運営ゲーム（HUG）、傾聴講座、サポーターが育てたどてかぼ
ちゃを使ってのハロウィンの飾りづくりなど。つい夢中になっ
て笑い声があがります。
　今回は、「川柳を楽しもう」の回で多くの票を集めた作品を
ご紹介します。（サポーターT）

近未来 2045年の私達

サポーター
の声

情報交換と交流の場　かにまるサポーター交流会

かにまる通信
かにまるサポーター制作！

次回のカフェは 1月12日（日） 10:00～12:00 泉人 参加費100円

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！

　近未来2045年には、二つの問題があるようです。
　一つはAI（人工知能）が人間の知能を超え、自らプ
ログラムを進化させ、それ以降の進歩が人間には予測
できなくなる時期だそうです。AIは人間の存在さえ脅
かす可能性が有るともいわれています。まるでSF映画
のような世界が誕生するかもしれません。
　もう一つは、日本人の平均寿命が100歳に到達し、
高齢者の数は膨張し、若年層は減少し続けると予測さ
れています。今75歳の人の25年後は、ちょうど平均寿
命の100歳となり、この二つの問題に直面している事
でしょう。自動運転の車に乗り、日々の買い物はドロ

ーンが届けてくれ、冷蔵庫の材料を調べて調理もして
くれるのが当たり前になっているでしょう。AIが、手
厚く優しく介護してくれる夢のような日々。
　でも、それで良いの？人の温かさが恋しくありませ
んか？人との触れ合いが欲しくなりませんか？
　私達「かにまるサポーター」は、今現在困っている
方々の手伝いをし、かつ平均寿命100歳を迎える自分
たちの未来のことを見据えて、活動をしています。一
人ひとりはささやかな行動ですが、みんなで行えばきっ
と明るい将来も来るはずです。興味を持たれた方は、ぜひ
社会福祉協議会にご連絡をください。（サポーターM）
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