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会費収入
514万円 寄附金収入

79万円

経常経費
補助金収入
2,519万円

収入 支出

受託金収入
411万円
貸付事業収入
10万円事業収入

139万円
介護保険事業収入
2,108万円

障害福祉サービス等
事業収入
1,196万円

その他の収入
4万円
受取利息
配当金収入
4万円

基金積立資産取崩収入
735万円

前期末支払資金残高
281万円

法人運営事業
2,808万円

地域福祉
推進事業
823万円

ボランティア
活動育成事業
51万円

共同募金
配分事業
849万円

資金貸付事業
33万円

居宅介護
支援事業
554万円

居宅介護事業
1,678万円

障がい福祉
サービス事業
34万円

障がい者相談支援事業
1,052万円

※1万円未満を四捨五入しています

居宅介護事業
要支援・要介護認定を受けた高齢者が住み慣れた地域
での生活を継続できるように、その居宅へホームヘル
パーを派遣し訪問介護を行います。
（ホームヘルパー派遣 延べ559名）

障がい者相談支援事業（町受託事業）
障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を営む
ことができるように、いろいろな相談に応じ、情報提供
や助言を行います。
（相談支援利用者 209名、相談件数 延べ527件）

障がい福祉サービス事業
障がいのある方が地域で自立して暮らしていける社会
の実現に向けて、ホームヘルパーを派遣し訪問介護を
行います。　（ホームヘルパー派遣 延べ59名）

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。　（27団体1,517名、個人34名登録）
福祉実践教室
小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を通じ
て、障がいを持つ人の気持ちを理解し、思いやりの心を
育成するため実施します。　（1,299名参加）
青少年ボランティア体験学習
中学生・高校生が夏休みを利用して、町内の保育所や高齢者
福祉施設でボランティアを体験します。　（161名参加）
各種講座
手話講座、朗読講座、入門講座などを開催し、ボラン
ティアを育成します。　（４講座81名参加）

ボランティア活動育成事業 ふれあい親子の集い
ひとり親家庭の親子等を対象にふれあい親子の集いを
実施します。　（27名参加）
中学校卒業生徒へ祝品贈呈
ひとり親家庭等の中学校卒業生徒へ祝品を贈呈しま
す。　（23名贈呈）
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。　
（福祉団体10か所、民間保育所１か所、町内会32か所、
ふれあいサロン２か所）

車いすの無料貸出
ちょっとしたお出かけ時や一時的な
利用にお貸しします。　（118件貸出）
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。　（99名参加）
敬老金の贈呈
99歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈します。（17名贈呈）
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。　（129名参加）
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。　（2,784名加入）

共同募金配分事業

介護を必要とされる方が、自宅で適切にサービスを利
用できるように、ケアマネジャーがケアプランを作成
し、さまざまな介護サービスの連絡・調整を行います。
（ケアプラン作成 延べ463件、認定調査 延べ73件）

居宅介護支援事業

平成28年度 予算 翌年度への繰越額119万円

暮らせるまち かにえ
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※1万円未満を四捨五入しています
会費収入
515万円

寄附金収入
113万円

経常経費
補助金収入
2,520万円

収入 支出

受託金収入
155万円

事業収入
168万円介護保険事業収入

1,837万円

障害福祉サービス等
事業収入
1,104万円

受取利息
配当金収入
3万円

積立資産
取崩収入
718万円

その他の活動による
収入613万円

前期末支払資金残高
694万円 法人運営事業

2,520万円

地域福祉推進事業
573万円
ボランティア
活動育成事業
32万円

共同募金配分事業
789万円

資金貸付事業
22万円

居宅介護支援事業
1,664万円

障がい福祉
サービス事業
16万円

居宅介護事業
1,868万円

障がい者相談支援事業
560万円

平成27年度 決算 翌年度への繰越額396万円

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、地域福祉を推
進します。　
（会員制会費 5,151,150円、福祉愛応援シール 236,131
円、福祉基金 900,949円）
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。　（年４回発行）
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本会が協定を
結び、生活にお困りの方に食料品をお届けします。
入浴助成事業（町受託事業）
町内に住所を有する60歳以上の方で入浴に支障のな
い方に対し、尾張温泉東海センターに入浴できる利用
証と回数券を発行します。
（利用証403名発行、回数券383名発行）

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。　（延べ617名利用）

地域福祉推進事業

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、本年度か
ら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～金曜日の内、希望日にお届けします。
（毎週水・金曜日 延べ4,723名利用）
友愛訪問活動
65歳以上のひとり暮らし高齢者等が自宅で安心して
暮らせるように、地域の方が訪問する見守り活動です。
（延べ3,387件訪問）
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が地域で自立
した生活を送ることができるように、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。　（相談30件）
心配ごと相談事業
弁護士による法律相談（月２回）と民生委員による心配
ごと相談（月1回）を行います。
（法律相談98件、心配ごと相談9件）
生活支援事業
地域包括ケアシステムの構築に向け、生活支援・介護予
防について住民が主体的に参加し自らが担い手となっ
ていくような地域づくりを行います。関係機関との協
議の場に参加し、支えあいの仕組み作り等を検討しま
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。
（相談件数66件、貸付件数7件145,000円）

資金貸付事業

※平成27年度事業報告と決算は本会において閲覧することができます。

Renewal

（　）内は平成27年度の実績

社協のこれから（計画・予算）とこれまで（報告・決算）
特集 みんなで助け合い 安心して
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夏休みを利用してボランティア体験学習を開催します。
あなたもこの夏、ボランティア体験をして新たな一歩を踏み出そう。

対象者 蟹江町在住の中学生および高校生
参加費 無料
申込み 町立中学校に通っている方は７月６日(水)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15日(金)ま
でに蟹江町社会福祉協議会へお申し込みください。

STEP 1

研修会参加

STEP 2

ボランティア
体験

STEP 3

感想文提出

体験が終了したら本会へ感想文を提出してください。

この体験で、「私たちが支えてさしあげる」という気持ちが一番大切だと思いました。

そして、笑顔で接することと、小さい子に目線を合わせて話しかけたら、小さい子たちは一気

に笑顔になってたくさん話してくれました。私の笑顔でみんなを笑顔にさせたいです。中学生

最後の夏休みに、こんな充実した１日を過ごせて本当に良かったです。

昨年度の参加者の感想

※昼食をお願いできる施設もあります。(希望する場合は費用がかかります)
※定員を超えた場合などは抽選することがあります。

体験施設（内1か所） ひにち（内1日） 時　間 定員 昼　食
カリヨンの郷・須成（特別養護老人ホーム）

８月18日㈭

８月19日㈮

８月23日㈫

８月24日㈬

８月25日㈭

8：20～ 16：00 20名
330円または各自

カリヨンの郷・新千秋（デイサービス）  8：15～ 16：00 10名
セーヌ蟹江（介護老人保健施設）  9：00～ 16：00 20名 432円または各自
蟹江保育所

 9：00～ 15：10 150名 各　自

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

高齢者施設や保育所などでボランティア体験をします。
 特別養護老人ホーム … 施設内の見学、ティータイムや昼食、入浴の手伝いなどを行います。
 デイサービス …利用者のお迎えをしたり、入浴や食事の手伝いなどを行います。
 介護老人保健施設 …施設内の見学、レクリエーションや昼食、入浴の手伝いなどを行います。
 保育所 …保育の手伝いやプールの掃除などを行います。

ひにち（1日選択） 時　間 場　所
8 月 9日㈫
8月10日㈬ 15：00～16：50 蟹江町産業文化会館

ボランティア体験をする前にボランティアや施設に
ついて学ぶ研修会です。
施設の担当職員とのミーティングも行います。

この夏、ボランティアで新たな一歩を!

夏休みボランティア福祉体験
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地域包括ケア講演会

講師に地域包括ケア（詳しくはp.8）についての講演
などで全国で活躍中の塚

つかもと
本鋭

としひろ
裕氏をお招きし、「自分

たちの老後を創る」をテーマに分かりやすくお話しし
ていただきます。この機会にぜひご参加ください。

自分たちの老後を創る 無料

防災セミナー

「やさしい日本語」と手話 防災について皆さんで考えましょう！ 無料

ボランティア養成講座

手話講座

手話で話そう

朗読講座

あなたの声を届けませんか
手話はき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。楽しく学びませんか。

発声練習や音声表現の基礎から学び、声のボランティアを
目指します。この機会に参加してみませんか。

※新規申込者が少数の場合、中止にする場合があります。
※以前に同内容の講座を受けた方も申込みを受付しますが、新規の方を優先する場合があります。

日　時 7月31日（日）　午前10時～正午

場　所 蟹江町産業文化会館

定　員 100名　事前申込み不要 ※手話通訳あり

塚本鋭裕氏
行政職員から社会福祉
法人施設長に転身し、
現在は大学非常勤講師。

日　時
7月27日、8月10日・24日　
9月14日・28日、10月12日（水）　
午後7時00分～午後8時45分

場　所 蟹江中央公民館

受講料 300円（テキスト代含む）

定　員 30名（応募者多数の場合は抽選）

締　切 7月20日（水）

日　時
9月14日・28日、10月12日・26日　
11月9日・30日（水）　
午前9時30分～11時30分

場　所 蟹江町産業文化会館

受講料 300円（テキスト代含む）

定　員 20名（応募者多数の場合は抽選）

締　切 7月29日（金）

日　時 7月10日（日）　
午前9時30分～12時30分

場　所 蟹江町希望の丘

対象者 日本人と外国人の大人と子ども

定　員 50名（先着順）

申込み

7月7日（木）までに名前、年齢、所属、国籍、
電話番号、メールアドレス、イスラム教対応食
（要・不要）を明記のうえ申込みください。

かにえ子ども日本語の会　
kaniekodomo@gmail.com 
FAX/TEL 0567-95-3981（木

き
附
づき
）

近い将来、この地方に大きな地震が来ると言われています。外国人や耳が不自由な人に住民はどのよ
うに必要な情報を伝えるのか、「やさしい日本語」と手話を体験し、災害に備えるとはどういうことなの
か、日本人・外国人・大人・子どもの皆さんで考えたいと思います。

参加者募集
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ふれあいサロン藤丸
気軽に・楽しく・無理なく！ ～地域の支え合いのお手伝い～
内  楽しくおしゃべりできる場所
を提供しています。介護予防
体操・脳トレ・マージャンなど、
楽しい企画がいっぱい!

数  約16名
時  サロン：毎月第１・３水　9:30～11:30
 マージャンクラブ：毎週土　12:30～16:30
場  藤丸公民館

藤丸自主防犯委員会
防犯で明るい町内　安心安全な町づくり
内  町内のパトロール（青パト車と
徒歩）、学童下校時の保護誘導

数  25名
時  毎月第１・３土 19：30～20：30
毎週木 14：30～15：30、
　　　 19：30～20：30

場  藤丸町内

かにえ国際交流友の会
  「こんにちは」から始まる国際交流
内  外国人のための日本語教室（無料）、懇親・交流パーティ、
ホームスティの受入れ紹介等

数  約100名及び20賛助企業・団体
時  日本語教室　
毎週土　19：30～ 
その他は随時

場  中央公民館及び分館

駅前区自主防犯会
気軽に参加、自主防犯で
安心安全な町づくり
内  昼：小学校の下校時の交通安全と安全確保
 夜：火の用心を兼ねた防犯パトロール
数  17名
時  毎週火・水・金　15：00～ 
毎月10日・20日・30日　20：00～

場  駅前区内

生活パートナー かにえ
支え合い・助け合い
内  地域の高齢者等生活支援を
必要とする生活ニーズに対応

数  10名
時  毎月１回　19：00～ 20：30
場  介護研究会 笑

しょう

NPOボランティア愛知手伝隊 希望の木
自分の為だけでなく、家族の為、地域の為！会員募集中！
内  逃げる時間を稼ぎ助かる確率を
高めるために、家具の配置替えや
固定等を中心としたお手伝い。

数  ８名
時  随時（出来る時にやる、喜んで楽
しくの“喜楽活動”です）

場  蟹江町周辺を中心とする地域

富吉グリーンハイツシルバーグループ
老いも若きも同居 （マンション）家族
内  ①小学生の登下校見守り活動 
②公園等の除草、保守、整備 
③新蟹江地区内の防犯対策

数  10名
時  ①新蟹江小学校登校日 ②随時　
③月2回パトロール

場  ①新蟹江小学校←→グリーンハイツ通学道路 
②グリーンハイツ内　③新蟹江連区内

舟入長寿会連合会 
コミュニケーションと健康作り
内  公園内の清掃と草刈（過去40年間）と
　 スクールガード。
　今年度、永年の奉仕に対して町から
　感謝状をいただきました。
数  35名
時  清掃　月１回　9:00 ～ 10:00 
スクールガード　月４回～８回

場  忠霊苑

新蟹江第５長寿会
小学生の登下校見守りと健康づくり
内  登下校見守りや地域での清掃活動
数  ８名
時  平日 7：20～
　　 15：30～ 16：30

場  通学路、公園、近鉄富吉駅前

ボランティア活動者の声
新蟹江第5長寿会　後藤さん
　私は宮沢賢治の『雨ニモマケズ、 風ニモマケズ…』の言葉
のように、小学生の登下校見守り隊の一員として毎日ボラ
ンティア活動をしています。活動の一日の総歩行距離は６
km程ですが、 これが私にとっては必然的で絶好の体力トレー
ニング場となり、 私が継続できている健康法の1つになってい
ます。子どもは地域の宝です。これからも、 子ども達を見守り
ながら自らの健康維持のためにも活動を続けていきたいと
思います。

平成28年６月１日現在の活動状況
内…内容　数…会員数　時…日時　場…場所

ボランティアセンター
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、蟹江町社会福祉協議会ボランティア
センターには29団体と個人34名が登録し、様々な活動を行っています。

ボランティアグループ 探 訪　　  とだより
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母子福祉会（ひまわり会）に
入会しませんか
子どもの成長と生活の向上を
めざして互いに交流を深めて
います。母子家庭・寡婦の方、
ぜひこの機会に入会しませんか。

主な事業・活動
親子ボウリングの集い
社協主催の事業に参加
小中学校入学者への祝品贈呈
ケーキづくり体験など
年 会 費　1世帯500円
問合わせ　母子福祉会（ひまわり会）事務局
　　　　　TEL 96 - 2940

カリヨンの郷　夏祭りに遊びに来て!
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。
日　　時 ８月21日（日）

午後４時～午後５時３０分(予定)
場　　所 老人福祉施設「カリヨンの郷」内

（今字伊勢苗代）
問合わせ カリヨンの郷　TEL 95 - 8830

弁護士が応対します
相談日 ７月 ８月 ９月
第２火曜日 12日  9日 13日
第４火曜日 26日 23日 27日
場　　所　総合福祉センター２階
相談時間　午後１時～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（TEL 96-2940）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　月曜日～金曜日（祝日除く）
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

法律相談（予約制）

日常生活でお困りのことがありませんか？

民生委員・児童委員が応対します
相 談 日　７月26日、８月23日
　　　　　９月27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

心配ごと相談（予約不要）

身体に障がいをお持ちの皆さまへ

なし狩りに
　でかけましょう！

日　　 時 ９月11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

行 き 先 長野県飯田市他
対 象 者 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。
参 加 費 ひとり3,000円（当日お支払いください）
募集人数 150名（応募者多数の場合は抽選）
申 込 み ８月19日（金）までに蟹江町社会福祉協議会

TEL96 - 2940　FAX95 - 7986
そ の 他 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）

無料

どこに相談
していいのか
分からない

誰かに話を
聞いて欲しい…

遺産をめぐる
トラブルを防ぐには
どうしたら…

判断能力が
十分でなくなった
ときの財産の管理は
どうしよう…

金銭トラブル

不動産の問題

　　～かにえの福祉137号（４月号）で
福祉愛応援シールの活用方法について
お聞きしたところ、「お子さんのいる方
にプレゼントする」、「ヘルメットに貼る」
など素敵なアイデアをいただきました。
ありがとうございました。

ボランティア募集
この祭りを一緒に盛り上げていただ
けるボランティアを募集しています。

　　　　　　　 どの記事が印象に残りましたか？
ハガキに①印象に残った記事（１つ）②郵便番号③住所
④氏名⑤年齢⑥電話番号⑦広報紙の感想や社会福祉
協議会へのご意見を書いて次までお送りください。
〒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「アンケート」係
アンケートにお答えいただいた方の中から抽選で１名
様に図書カード(1000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。
【締切】平成28年７月31日（日）（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広報紙で紹介させて
いただくことがあります。

アン
ケート

ほっほほっ　　  とだよりとだより
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JR関西本線

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

学戸西 学戸
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ふくちゃんの
より情報

http：//www.kanie-syakyo.jp/ かにえ社協 検索
※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。

社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会

居宅介護支援事業所・訪問介護事業所
障がい者相談支援事業所

FAX番号
（共通）96－3736 95－7986

ろく

0567 2
ふ

9
く

4
し

0

地域包括ケアシステム

福祉バザーの収益は、赤い羽根共同募金へ寄付され、
蟹江町の地域福祉活動のために使われます。ぜひ、皆さ
まのご協力をお願いします。なお、お持ちいただくのが困
難な場合は、受取りに伺います。

2025年の蟹江町は、総人口が減少、高齢者人口が増加、高齢化率が
26.6％になると予想されています。

地域包括ケアシステムとは団塊の世代が75歳以上となる2025
年を目途に、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される仕組みのことです。

本会では、7月31日㈰に地域包括ケア講演会を開催します（詳
しくはp.５）。助け合いによる生活支援や集いの場など、これから
の「自分たちの老後を創る」ヒントがつまっています。ぜひご参加
ください。

耳

新理事・評議員を紹介します
代表者の交代により、次の方々が新たに就任さ
れました。 （敬称略）
理　事 谷中ひさ子（民生児童委員代表）
 鈴木　竜世（三師会代表）
 橋本　浩之（行政代表）
評議員 山田　洋子（民生児童委員代表）
 志治　義行（民生児童委員代表）
 木村　智治（学校長代表）
 寺西　　功（ＰＴＡ代表）
 中西　美香（子ども会代表）
 上田　慶子（保育所長・幼稚園長代表）
監　事 金井　春夫（民生児童委員代表）
 鈴木　孝治（学識経験者）

2025年、あなたは何歳ですか。
どこで暮らしていると思いますか。

〒497ｰ0044 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東46番地

出典　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシ
ステムと地域マネジメント」（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり
方に関する研究事業）、　平成27年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016年

E-mail：k_syakyo@clovernet.ne.jp

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。

期　間　7月1日㈮～10月14日㈮　（土・日・祝休み）
　　　　午前8時30分～午後5時15分
場　所　町社会福祉協議会（総合福祉センター内）
取り扱えない物　
　食品、大型の物、中古品、衣類、ガラス製品、ぬいぐるみ

“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ蟹江店 様 … 17,248円
名古屋ヤクルト販売株式会社 様 ……………………8,162円
経福会 様 …………………………………………… 50,000円
野村敏雄 様 ……………………………………………1,364円

平成28年3月14日～ 6月22日（受付順）
ご寄付ありがとうございました

バザー物品
の提供にご協力ください

「かにえの福祉」のためあなたの応援をまってます！

日時 11月5日㈯
 午前10時～11時45分
 ※終了時間が前後する場合があります

場所 蟹江中央公民館内ロビー

福祉バザーの開催日

物品受付

（96）

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年4回（4・7・10・1月号）発行しています。

社会福祉協議会がお届けする“かにえの福祉”

7
2016

No.138

特集P.2

［写真］学びたい！知りたい！発見したい！（福祉実践教室）

「みんなで助け合い　安心して暮らせるまち　かにえ」をめざして

P.4 参加者募集

P.6 ボランティアグループ探訪

P.7
P.8 ふくちゃんの耳より情報

夏休みボランティア福祉体験など 盛りだくさん！

9団体をご紹介

お知らせ

地域包括ケアシステム

アンケートに
お答えいただいた
方の中から抽選で
図書カード（1,000円）
1名様にプレゼント！！

とだよりほっ




