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人生100年時代を地域で生きる！ 「長寿会単位クラブ活動紹介」
地域ささえあい情報室
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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!!

Q どうして生まれたの？
A 誰もが安心して暮らせる地域づくりを話し合う中から、“住民同士の
　 つながりを深め、身近で支え合える仕組み”を目指して生まれました。
Q センターはどんなことをしているの？
A 手助けをしてほしい人（利用会員）と手助けをする人（かにまるサポー
　 ター）を結びつけるための調整や連絡をしています。
Q どんな人が利用できるの？
A 要支援1，2の認定を受けている人や「週に１回以上外出していま
　 すか？」など日常生活について尋ねる基本チェックリストで援助が
 　必要と認められた人です。かにえまるごとサポートセンターか地域

　 包括支援センターにご相談ください。
Q かにまるサポーターは何人いるの？
A 「地域支え合いサポーター養成講座」を受講した人でボランティア
　 活動に意欲のある人が登録し、現在60名です。掃除、洗濯や買い
　 物代行等のサポート活動を行うほか、毎月のサポーター交流会や
　 各種講座に参加することでスキルアップを図っています。また、か
　 にまるカフェなどの地域活動でもそれぞれの特技を活かしています。

　今支える側で活動することが将来の我が身、我が町を支える仕組
み作りにつながればいいなと活動しています。  　　  （サポーターT）

　かにまるサポーターとしての活動を始め
てから、既に６か月が過ぎました。当初は
若干の戸惑いもありました。対価をいただ
いて活動をするという気持ちが複雑でし
た。ほかのかにまるサポーターに相談した
こともありました。その人は、「あなたは
あなたのやり方でやった方がいいよ」と言
ってくださいました。少し安堵しました。
　私は利用会員さんの家に訪問した際は、

必ず相手の目を見て「お変わりありません
か？」と尋ねるようにしています。
　利用会員さんにやってあげたいのにやれ
ない時は、少し気持ちが落ち込むことがあ
りますが、与えられた事は一生懸命やって
あげようと思います。
　最後になりますが、利用会員さんが「待
っていたよ」と言ってくれるようなサポー
ターになりたいです。　　（サポーター Y）

　主に高齢者を対象とした地域密着型のふれあいサロンが、蟹江町のあちらこちらでオープンし、地域の交流の場が増えていますね。
　こうしたサロンの中で、かにまるカフェは蟹江町内の広域を対象とし、また、年齢や性別を問わない多世代の集いの場となっていま
す。カフェスタッフは、主にかにまるサポーターです。「来場者とスタッフが共に楽しみたい」が、私たちサロンにおける考えの一つです。
　かにまるカフェでは、好評の足湯、人気の手相、役立つ編み物、趣向を凝らした工作、麻雀や将棋
のプログラムがあり、各々が楽しい時間を過ごします。もちろんおしゃべりもします。歌謡曲に合わ
せた体操では、みんなの笑い声があがります。また、地域包括支援センターのコーナーでは、介護
や支援について気楽に相談することができます。
　かにまるカフェは毎月第２日曜日の10時から12時まで。はるす蟹江と泉人の２か所で交互に開
催しています。淹れたてコーヒーや冷たい飲み物が皆さんの参加を待っています！（サポーターM）

かにまる
カフェ

かにえまるごとサポートセンター Q&A

サポーター
の声

「別に何もしなくてもいい」。自分らしく過ごせる居場所。

かにまる通信
かにまるサポーター制作！

次回のカフェは10月13日（日）10:00～12:00 はるすの湯

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！

特　集

かにまるカフェ·はるすの湯
●場所／はるす蟹江　西之森字長瀬下65番地22
●内容／工作·歌に合わせた体操·茶話会·手相占い·
　　　　将棋·麻雀·足湯等

●場所／蟹江町多世代交流施設「泉人」
　　　　西之森字海山326番地３
●内容／工作·ラジオ体操·茶話会·手相占い等

かにまるカフェ·泉人

12 かにえの福祉 2019年10月号



　蟹江町長寿会連合会は 50 の単位クラブで活動しています。
その中から３つのクラブの活動を紹介します。

　蟹江町長寿会連合会では新規会員さんを随時募集しております。事務局までお電話いただけます
と各単位クラブ会長さんにおつなぎします。60 歳以上の方ならどなたでも入会していただけますの
で、長寿会でいきいき活動してみませんか。

新規会員さん募集中！

連絡先 蟹江町社会福祉協議会 ☎96－2940 担当：𠮷田

人生100年時代を地域で生きる！

西之森老人クラブ

新屋敷第一クラブ・第二クラブ

新蟹江第３・９・10クラブ（西大海用長寿会）

長寿会単位クラブ活動紹介
特集

　令和元年６月１８日（火）～２３日（日）蟹江町
産業文化会館１階ギャラリーで趣味の作品展が
行われました。町内外から多くの方が来られ、
延べ６００人の来場がありました。６月１９日
の中日新聞尾張版に記事が掲載されました。ど
の作品も力作で大変見ごたえのある作品展にな
りました。

　西大海用長寿会では、今年度から新たな活動として“ヨガレッスン”を始めました。ヨガは単
なるエクササイズではなく、深い呼吸とともに意識を内側に向けながら、ゆっくりと体をほぐ
し、日常から離れて日頃のストレスや疲れを開放していくようです。神明社の敷地内にある社
務所の明るい室内でレッスンを行っています。

　新屋敷クラブでは毎月１回、多世代交流施
設「泉人」２階多目的室１を利用して、会員さ
んの会合を行っています。会員さん同士の交
流や「泉人」の入浴施設利用だけでなく、“ヤク
ルト健康講座”や、“医療法人瑞頌会かにえ病院
出張講座”を利用して、皆さんで楽しく学ぶ機
会も設けています。７月５日は「転倒予防につ
いて」と題して、かにえ病院の職員さんからお
話を聞き、“一人で安全にできるトレーニング”
を教わりました。

ずいしょうかい
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会員数
日 時

内 容

場 所

会員数
日 時

場 所

会員数 日 時
場 所

モットー

　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、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まで問合せください。

ボランティア
探訪

ボランティア団体ご紹介ボランティア団体ご紹介

　協議体（きょうぎたい）とは、地域で様々な活動を行う住民の方々がメンバーとなって、現在、地域で行っ
ている活動やこれから自分たちで無理なくできそうなことをみんなで話しあうことで、地域の情報を共有し、
支え合いのしくみをみんなで考えていこうとする取り組みです。
　協議体の大きな役割は、将来に向けて「自分たちのまちをどのようにしていきたいか」といったことを話し
合い、考えていくことです。そうした話し合いの中で、今ある活動同士をつ
なげたり、見守り活動や居場所づくりの充実を考えたり、その地域ならでは
の支え合いのしくみづくりをできる範囲で進めていきます。
　協議体には一つ、普通の会議やミーティングとは違った特徴があります。
その特徴とは「決まった目的がない」ということです。「協議体」という文面を見
ると、カチッとした会議のような堅いイメージを抱いてしまいますが、その
実態はというと「喫茶店のおしゃべり」のようなものです。地域の人たちが集
まって「普段のこと」をおしゃべりする。その中で「これがあったらいいね」、
「こんなことができたらいいね」という話をふくらませていく。地域のことや
地域生活のことについておしゃべりをして、情報共有をして、何かしら目的
が見つかったらそれについて話す。協議体とは言いかえれば、「地域」をテーマ
にした茶話会のことなのです。

　蟹江町には現在、蟹江中学校区と蟹江北中学校区に一つずつ協議体があります。協議体は「地域の茶話会」
ですので、参加に必要な資格や要件はありません。基本的にどなたでも参加できます。例えば現在の協議体
には、町内会長や民生委員、地域のボランティアから一般の住民の方など、多様な立場の方々が集まって地
域の情報を交換しています。

　蟹江町の二つの協議体では、各地域の課題について、それぞれに話し合いが行われています。
　蟹江中学校区協議体は毎月１回、駅前団地公民館をお借りして開催しています。蟹江中学校区協議体では、
地域のごみ問題やつどいの場の整備について、活発な意見交換が行われています。
　蟹江北中学校区協議体は毎月１回、蟹江町多世代交流施設「泉人」内ボランティアグループ室にて話し合い
を重ねています。蟹江北中学校区協議体では、主に
災害時の避難や備えについての情報交換が行われて
います。蟹江北中学校区協議体では、こうした話し
合いを通して、地域での定期的な勉強会を企画しよ
うと動き始めています。
　今後、それぞれの協議体の話し合いの中から、地
域のつながり・支え合いを深めるさまざまなアイデ
アが形を成していくことでしょう。

　協議体は先に述べたように、どなたでも参加できます。「堅苦しくない雰囲気
で地域の話し合いに参加したい」、「地域の話し合いに興味はあるが敷居が高く感
じている」、「無理のない範囲で地域の中でできることをやりたい」という方がい
らっしゃいましたら、ぜひお住まいの中学校区の協議体にご参加ください。み
なさまの声を合わせて、蟹江をより住みやすい地域へと変えていきましょう。

25名

「こんにちは」から始まる国際交流

喜楽活動 自分も相手も
喜んで楽しめる活動

約115名 全体活動（イベント）:毎年5～6回 、役員会:毎月1回（土曜日）  
イベント会場:産業文化会館、中央公民館

基本、蟹江町を中心とする地域、交流や研究という時は愛知県内中心

不定期：各活動開始前事前打ち合わせによる
①蟹江町内公立保育所（蟹江、蟹江南、新蟹江北、須成、舟入、蟹江西）、はばたき幼稚園　
②蟹江中央公民館（夏休み期間中５回開催）　③蟹江町役場（不定期年度 ９月から10回開催）　④蟹江町内小中学校

一般社団法人 かにえ子ども日本語の会一般社団法人 かにえ子ども日本語の会

蟹江町保健センター
第４火曜日、金曜日（原則） 午後１時～３時頃８名

絵本を通して親子にふれあいを伝える！

読みきかせボランティア読みきかせボランティアかにえ国際交流友の会かにえ国際交流友の会

愛知手伝隊 希望の木愛知手伝隊 希望の木

４名
オカリナ教室：毎月第１、３水曜日 10:10～11:10
ボランティア演奏：不定期
蟹江町、近隣市町村の介護施設、地域のふれあいサロン等

オカリナ合奏グループ ヨシキリオカリナ合奏グループ ヨシキリ

10名

４か月児検診及び５歳児検診において、乳幼児とその保護
者を対象とした絵本、紙芝居の読みきかせをしています。

蟹江町や周辺市町村に居住されている外国人との楽しい交流を
目指して、年間5～6回の各種イベントを企画して催しています。

まず命を救うと言う観点から必
ず来る南海トラフ地震に対する
誰でも出来る！やれば自分だけ
でなくみんなが助かる！家具等
の固定という一番身近で簡単
な対策をあらゆる活動から。啓
発・実施へつなげていく活動

蟹江カルチャーセンターオ
カリナ教室にてオカリナを
学ぶ。出張ボランティアと
して、介護施設や地域のふ
れあいサロン等でオカリナ
の演奏をする。

オカリナを通して人々とふ
れあい、地域貢献と共にオ
カリナの輪を広げる

相手が受けやすい日時：啓発と言う観点から
無理なく出来る日時を複数の人で調整：活動と言う観点から

会員数 日 時

内 容

場 所

会員数 日 時

内 容

場 所

連絡先

　　　　「かにえ子ども日本語の会」の支援体制は、『学校―家庭―
地域』の三者が手を取り合って、ニューカマーの外国籍および外国
にルーツを持つ幼児・児童・生徒を支えていくというものです。お互
いの文化の異なった部分だけを重視するのではなく、多様性のある
文化を受容でき、相互理解のある「多文化社会」。そして、多文化の
人たちが同じ地域で共に生きていく「共生社会」。そんな「多文化共
生社会」の実現のために支援していくのがこの会です。

モットー

モットー

内 容

モットー

内 容
モットー

外国籍、外国にルーツのつながる子ども達対象
①蟹江町委託業務（蟹江町役場子ども課） 「プレスクール事業」　②蟹江町学習支援委託業務「夏休み宿題教室」宿題学習の支援
③蟹江町委託業務（蟹江町役場子ども課） 「プレスクール指導者養成講座」開催　④小中学校へ出向き日本語指導、教科指導

協議体ってなんだろう？

蟹江町の協議体

各協議体の活動

協議体に参加してみませんか？

蟹江町社会福祉協議会 0567-96-2940

蟹江北中学校区協議体 蟹江中学校区協議体

協議体が始まりました！

域地 情報室ささえあい
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モットー

　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、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まで問合せください。

ボランティア
探訪

ボランティア団体ご紹介ボランティア団体ご紹介

　協議体（きょうぎたい）とは、地域で様々な活動を行う住民の方々がメンバーとなって、現在、地域で行っ
ている活動やこれから自分たちで無理なくできそうなことをみんなで話しあうことで、地域の情報を共有し、
支え合いのしくみをみんなで考えていこうとする取り組みです。
　協議体の大きな役割は、将来に向けて「自分たちのまちをどのようにしていきたいか」といったことを話し
合い、考えていくことです。そうした話し合いの中で、今ある活動同士をつ
なげたり、見守り活動や居場所づくりの充実を考えたり、その地域ならでは
の支え合いのしくみづくりをできる範囲で進めていきます。
　協議体には一つ、普通の会議やミーティングとは違った特徴があります。
その特徴とは「決まった目的がない」ということです。「協議体」という文面を見
ると、カチッとした会議のような堅いイメージを抱いてしまいますが、その
実態はというと「喫茶店のおしゃべり」のようなものです。地域の人たちが集
まって「普段のこと」をおしゃべりする。その中で「これがあったらいいね」、
「こんなことができたらいいね」という話をふくらませていく。地域のことや
地域生活のことについておしゃべりをして、情報共有をして、何かしら目的
が見つかったらそれについて話す。協議体とは言いかえれば、「地域」をテーマ
にした茶話会のことなのです。

　蟹江町には現在、蟹江中学校区と蟹江北中学校区に一つずつ協議体があります。協議体は「地域の茶話会」
ですので、参加に必要な資格や要件はありません。基本的にどなたでも参加できます。例えば現在の協議体
には、町内会長や民生委員、地域のボランティアから一般の住民の方など、多様な立場の方々が集まって地
域の情報を交換しています。

　蟹江町の二つの協議体では、各地域の課題について、それぞれに話し合いが行われています。
　蟹江中学校区協議体は毎月１回、駅前団地公民館をお借りして開催しています。蟹江中学校区協議体では、
地域のごみ問題やつどいの場の整備について、活発な意見交換が行われています。
　蟹江北中学校区協議体は毎月１回、蟹江町多世代交流施設「泉人」内ボランティアグループ室にて話し合い
を重ねています。蟹江北中学校区協議体では、主に
災害時の避難や備えについての情報交換が行われて
います。蟹江北中学校区協議体では、こうした話し
合いを通して、地域での定期的な勉強会を企画しよ
うと動き始めています。
　今後、それぞれの協議体の話し合いの中から、地
域のつながり・支え合いを深めるさまざまなアイデ
アが形を成していくことでしょう。

　協議体は先に述べたように、どなたでも参加できます。「堅苦しくない雰囲気
で地域の話し合いに参加したい」、「地域の話し合いに興味はあるが敷居が高く感
じている」、「無理のない範囲で地域の中でできることをやりたい」という方がい
らっしゃいましたら、ぜひお住まいの中学校区の協議体にご参加ください。み
なさまの声を合わせて、蟹江をより住みやすい地域へと変えていきましょう。

25名

「こんにちは」から始まる国際交流

喜楽活動 自分も相手も
喜んで楽しめる活動

約115名 全体活動（イベント）:毎年5～6回 、役員会:毎月1回（土曜日）  
イベント会場:産業文化会館、中央公民館

基本、蟹江町を中心とする地域、交流や研究という時は愛知県内中心

不定期：各活動開始前事前打ち合わせによる
①蟹江町内公立保育所（蟹江、蟹江南、新蟹江北、須成、舟入、蟹江西）、はばたき幼稚園　
②蟹江中央公民館（夏休み期間中５回開催）　③蟹江町役場（不定期年度 ９月から10回開催）　④蟹江町内小中学校

一般社団法人 かにえ子ども日本語の会一般社団法人 かにえ子ども日本語の会

蟹江町保健センター
第４火曜日、金曜日（原則） 午後１時～３時頃８名

絵本を通して親子にふれあいを伝える！

読みきかせボランティア読みきかせボランティアかにえ国際交流友の会かにえ国際交流友の会

愛知手伝隊 希望の木愛知手伝隊 希望の木

４名
オカリナ教室：毎月第１、３水曜日 10:10～11:10
ボランティア演奏：不定期
蟹江町、近隣市町村の介護施設、地域のふれあいサロン等

オカリナ合奏グループ ヨシキリオカリナ合奏グループ ヨシキリ

10名

４か月児検診及び５歳児検診において、乳幼児とその保護
者を対象とした絵本、紙芝居の読みきかせをしています。

蟹江町や周辺市町村に居住されている外国人との楽しい交流を
目指して、年間5～6回の各種イベントを企画して催しています。

まず命を救うと言う観点から必
ず来る南海トラフ地震に対する
誰でも出来る！やれば自分だけ
でなくみんなが助かる！家具等
の固定という一番身近で簡単
な対策をあらゆる活動から。啓
発・実施へつなげていく活動

蟹江カルチャーセンターオ
カリナ教室にてオカリナを
学ぶ。出張ボランティアと
して、介護施設や地域のふ
れあいサロン等でオカリナ
の演奏をする。

オカリナを通して人々とふ
れあい、地域貢献と共にオ
カリナの輪を広げる

相手が受けやすい日時：啓発と言う観点から
無理なく出来る日時を複数の人で調整：活動と言う観点から

会員数 日 時

内 容

場 所

会員数 日 時

内 容

場 所

連絡先

　　　　「かにえ子ども日本語の会」の支援体制は、『学校―家庭―
地域』の三者が手を取り合って、ニューカマーの外国籍および外国
にルーツを持つ幼児・児童・生徒を支えていくというものです。お互
いの文化の異なった部分だけを重視するのではなく、多様性のある
文化を受容でき、相互理解のある「多文化社会」。そして、多文化の
人たちが同じ地域で共に生きていく「共生社会」。そんな「多文化共
生社会」の実現のために支援していくのがこの会です。

モットー

モットー

内 容

モットー

内 容
モットー

外国籍、外国にルーツのつながる子ども達対象
①蟹江町委託業務（蟹江町役場子ども課） 「プレスクール事業」　②蟹江町学習支援委託業務「夏休み宿題教室」宿題学習の支援
③蟹江町委託業務（蟹江町役場子ども課） 「プレスクール指導者養成講座」開催　④小中学校へ出向き日本語指導、教科指導

協議体ってなんだろう？

蟹江町の協議体

各協議体の活動

協議体に参加してみませんか？

蟹江町社会福祉協議会 0567-96-2940

蟹江北中学校区協議体 蟹江中学校区協議体

協議体が始まりました！

域地 情報室ささえあい
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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年間の報告と決算

翌年度への繰越額1,464万円
※１万円未満を四捨五入しています

会議の開催
　理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）、評議
員選任・解任委員会を開催しました。（理事会３回、評議
員会３回、監査１回、評議員選任・解任委員会１回）　
自主財源の確保
　皆さまに会員制会費、福祉愛応援シールや福祉基金に
より、自主財源確保のためご協力をいただきました。（会
員制会費5,020,000円、福祉愛応援シール53,270円、
福祉基金 369,357 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
運営を行いました。（広報紙年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した。
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した。
（14 件利用）

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きました。（延べ 514 名利
用）
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した。（延べ
17,375 食利用）
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を行いました。（延べ 3,112 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
ました。（相談 170 件、契約１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）を行いました。（法律相談 80 件、心配
ごと相談７件）
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
いました。（70 名参列）
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
事業を行いました。（1,147 名利用）※10 月～１月実績

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
の加入を行いました。（17団体646名、個人38名登録）
福祉実践教室
　小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行
いました。（1,328 名参加）
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、
地域のサロンでボランティアを体験しました。（169 名
参加）
ボランティア教室
　防災ボランティアコーディネーター養成講座が開催さ
れ、ボランティアを育成しました。（１講座全２回 44 名
参加）
ボランティア交流会
　ボランティア活動者を対象に、お互いの活動の理解を
深める交流会を開催しました。（１日間 13 名参加）
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、取材を行いました。（１日間３名参
加）※はるす蟹江（かにまるカフェ・はるすの湯）
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
いました。（１日間 19 名参加）※車いすバスケットボール

ボランティア活動育成事業
　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した。（相談件数 56 件）

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
ました。（ケアプラン作成　延べ 517 件、認定調査　延
べ 31 件）

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した。（ホームヘルパー
派遣　延べ 623 名、延べ 4,586 回）
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した。

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
行いました。（ホームヘルパー派遣　延べ 81 名、延べ
521 回）

障がい福祉サービス事業

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

　「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「かにえまるごとサポートセンター」事業を実
施しました。（サポーター養成講座２回 17 名）（サポート
センター登録　サポーター 60 名・利用会員 46 名、年
間活動延べ 1,298 回、サポーター交流会 12 回 250 名）
かにまるサポーターのフォローアップ
　（普通救命講習 12 名参加、ファシリテーション講座
25 名参加）
地域支え合い交流会
　各小学校区で「わたしたちの地域をつくる」地域支え合
い交流会を開催しました。（各小学校区１回、延べ 59 名
参加）
支え合いネットワークづくりセミナー
　公民館分館で「地域で話し合いの場をつくろう！」をテ
ーマにネットワークづくりセミナーを開催しました。（３
回、延べ 114 名参加）

　障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や
助言を行いました。（相談支援利用者 574 名、相談件数
　延べ 1,679 件、ケアプラン作成 79 件、モニタリン
グ 176 件、認定調査 55 件）

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」の管理運営を平成 30 年 10 月から行いま
した。当施設では、町民の福祉向上と健康増進を図ると
ともに、世帯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した。（入浴施設
34,969 名利用、貸館 152 団体利用）※10 月～３月の
６か月間

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車椅子を貸
出しました。（107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
ス旅行を実施しました。（86名参加）※たいやき作り
体験（長野県飯田市）他
敬老金の贈呈
　99歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈しました。（13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
しました。（97名参加）※愛知県岡崎市（岡崎駒立ぶ
どう狩り）他
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した。（2,691 名加入）
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
した。（15 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した。
（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 10 か所）

共同募金配分事業

平成30年度 決算

※平成 30 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。

多世代交流施設
指定管理事業
2,703 万円

生活支援体制
整備事業
870 万円

障がい者
相談支援事業
1,316 万円

障がい福祉
サービス事業
16 万円 居宅介護事業

1,644 万円
居宅介護支援事業
572 万円

資金貸付事業
28 万円

共同募金
配分事業
701 万円

ボランティア
活動育成事業
50 万円

地域福祉
推進事業
1,175万円

法人運営事業
3,457 万円

支出
12,532万円

前期末支払資金残高
906 万円

積立資産取崩収入
1,400 万円

その他の収入
1 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
1,402 万円

介護保険
事業収入
1,927 万円

事業収入
942 万円

受託金収入
3,507 万円

経常経費
補助金収入
3,296万円

寄附金収入
112 万円

会費収入 502 万円

収入
13,996万円
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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年間の報告と決算

翌年度への繰越額1,464万円
※１万円未満を四捨五入しています

会議の開催
　理事会（業務執行機関）、評議員会（議決機関）、評議
員選任・解任委員会を開催しました。（理事会３回、評議
員会３回、監査１回、評議員選任・解任委員会１回）　
自主財源の確保
　皆さまに会員制会費、福祉愛応援シールや福祉基金に
より、自主財源確保のためご協力をいただきました。（会
員制会費5,020,000円、福祉愛応援シール53,270円、
福祉基金 369,357 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
運営を行いました。（広報紙年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した。
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した。
（14 件利用）

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きました。（延べ 514 名利
用）
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した。（延べ
17,375 食利用）
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を行いました。（延べ 3,112 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
ました。（相談 170 件、契約１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）を行いました。（法律相談 80 件、心配
ごと相談７件）
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
いました。（70 名参列）
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
事業を行いました。（1,147 名利用）※10 月～１月実績

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
の加入を行いました。（17団体646名、個人38名登録）
福祉実践教室
　小学生が車いす・盲導犬・手話・点字の体験学習を行
いました。（1,328 名参加）
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、
地域のサロンでボランティアを体験しました。（169 名
参加）
ボランティア教室
　防災ボランティアコーディネーター養成講座が開催さ
れ、ボランティアを育成しました。（１講座全２回 44 名
参加）
ボランティア交流会
　ボランティア活動者を対象に、お互いの活動の理解を
深める交流会を開催しました。（１日間 13 名参加）
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、取材を行いました。（１日間３名参
加）※はるす蟹江（かにまるカフェ・はるすの湯）
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
いました。（１日間 19 名参加）※車いすバスケットボール

ボランティア活動育成事業
　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した。（相談件数 56 件）

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
ました。（ケアプラン作成　延べ 517 件、認定調査　延
べ 31 件）

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した。（ホームヘルパー
派遣　延べ 623 名、延べ 4,586 回）
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した。

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
行いました。（ホームヘルパー派遣　延べ 81 名、延べ
521 回）

障がい福祉サービス事業

多世代交流施設指定管理事業（町受託事業）

　「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「かにえまるごとサポートセンター」事業を実
施しました。（サポーター養成講座２回 17 名）（サポート
センター登録　サポーター 60 名・利用会員 46 名、年
間活動延べ 1,298 回、サポーター交流会 12 回 250 名）
かにまるサポーターのフォローアップ
　（普通救命講習 12 名参加、ファシリテーション講座
25 名参加）
地域支え合い交流会
　各小学校区で「わたしたちの地域をつくる」地域支え合
い交流会を開催しました。（各小学校区１回、延べ 59 名
参加）
支え合いネットワークづくりセミナー
　公民館分館で「地域で話し合いの場をつくろう！」をテ
ーマにネットワークづくりセミナーを開催しました。（３
回、延べ 114 名参加）

　障がいのある方のいろいろな相談に応じ、情報提供や
助言を行いました。（相談支援利用者 574 名、相談件数
　延べ 1,679 件、ケアプラン作成 79 件、モニタリン
グ 176 件、認定調査 55 件）

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」の管理運営を平成 30 年 10 月から行いま
した。当施設では、町民の福祉向上と健康増進を図ると
ともに、世帯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した。（入浴施設
34,969 名利用、貸館 152 団体利用）※10 月～３月の
６か月間

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車椅子を貸
出しました。（107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
ス旅行を実施しました。（86名参加）※たいやき作り
体験（長野県飯田市）他
敬老金の贈呈
　99歳以上の皆さまへ祝い金を贈呈しました。（13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
しました。（97名参加）※愛知県岡崎市（岡崎駒立ぶ
どう狩り）他
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した。（2,691 名加入）
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
した。（15 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した。
（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 10 か所）

共同募金配分事業

平成30年度 決算

※平成 30 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。

多世代交流施設
指定管理事業
2,703 万円

生活支援体制
整備事業
870 万円

障がい者
相談支援事業
1,316 万円

障がい福祉
サービス事業
16 万円 居宅介護事業

1,644 万円
居宅介護支援事業
572 万円

資金貸付事業
28 万円

共同募金
配分事業
701 万円

ボランティア
活動育成事業
50 万円

地域福祉
推進事業
1,175万円

法人運営事業
3,457 万円

支出
12,532万円

前期末支払資金残高
906 万円

積立資産取崩収入
1,400 万円

その他の収入
1 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
1,402 万円

介護保険
事業収入
1,927 万円

事業収入
942 万円

受託金収入
3,507 万円

経常経費
補助金収入
3,296万円

寄附金収入
112 万円

会費収入 502 万円

収入
13,996万円
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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。

問 :「蝙蝠」は動物の名前です。何と読むでしょう？

①ももんが　②こうもり　③むささび
〈締切〉令和元年10月31日（木）（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。
※郵便料金は10月1日より変更になります

クイズクイズ

登録ヘルパーさん募集車椅子貸出し

子ども会スポーツ大会

町戦没者追悼式

 「サロン実践者のつどい」を開催します！　

西尾張ブロックボランティアフェスティバル

ご寄附ありがとうございました

急募

参加者
募集!

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

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

♡

７月号の答えは「㋒茶」でした。
多数のご応募ありがとうございました。

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
内 容

令和元年 12 月１日（日）　午前 10 時 30 分から午後 3 時 30 分
エナジーサポートアリーナ（犬山市体育館） 犬山市大字羽黒字竹ノ腰 17-2
ボランティア団体・福祉施設ブース出展（店） ステージ・アリーナイベント等

対 象 者
日 時
場 所
申 込 み

蟹江町にお住まいの方
10 月 30 日（水） 午後１時 30 分から午後３時
蟹江町多世代交流施設
10 月 25 日（金）までに蟹江町社会福祉協議会へ TEL96-2940

日 時　10 月 11 日（金） 午前 10 時　　場 所　産業文化会館４階

※広告掲載に関するお問い合わせは
TEL96-2940 まで

　先の大戦の戦没者に対し追悼の意を表し平和を祈念するとともに、過ぐる大戦の悲惨さを次世代へ伝えるため
に開催します。

　「サロン実践者のつどい」では、町内でつどいの場を運営す
る方々があつまって、課題を共有し、よりよいつどいの場に
していくためにアイデアを出し合いながら今後の運営を考え
る話し合いを行います。
　「サロン実践者のつどい」はつどいの場を運営している方だ
けの話し合いではありません。つどいの場に参加している
方、参加したことはなくても興味のある方、またこれからつ
どいの場を作って行きたいと考えておられる方、サロンと協
力して地域を盛り上げていきたい事業者や企業の方々など、
サロン・つどいの場に興味やご意見をお持ちの方はぜひご参
加ください。みんなでより豊かなつどいの場を作っていきま
しょう。

　西尾張ブロックボランティアフェスティバルとは、西尾
張ブロック（14 市町村）内のボランティア活動実践者がつ
ながり、新たな活動の輪を広げていくことやボランティア
活動を幅広い世代に啓発することを目的として毎年開催し
ています。今年度は犬山市での開催となり、「‘笑顔’‘喜
び’‘感動’発見フェスティバル～みつけよう、今の私にで
きること～」をテーマとして、ボランティア活動者だけで
なく様々な方がボランティアの輪を広げられるような交流
の場が作られます。どなたでも参加できますのでぜひお越
しください。

名古屋ヤクルト販売株式会社様（5月）………… 8,094円
かにえワークスふれあいまつり実行委員会様
………………………………………………………5,000円
経福会様………………………………………… 50,000円
名古屋ヤクルト販売株式会社様（8月）………… 5,301円

令和元年５月20日～８月２日（受付順）

　去る 7 月 13 日（土）、町子ども会スポーツ大会（ドッジボール）が行われ、男子は蟹江小学校Ａチーム、女子
は新蟹江小学校Ａチームが優勝しました。
　優勝した２チームは、去る 8 月 17 日に行われました海部地区子ども会スポーツ大会に出場し、女子チームは
惜しくも予選敗退、男子チームは準優勝に輝きました。
　大会に参加された選手の皆さん、暑い中お疲れ様でした。そして、スポーツ推進委員・地区スポーツ協力員・
子ども会の関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。

▲女子の部優勝の新蟹江Ａチーム▲男子の部優勝の蟹江Ａチーム

広告募集中

海部地区大会で蟹江町（男子）が準優勝 町大会は新蟹江Ａ（女子）が栄光!!
町大会は

蟹江Ａ（男
子）が

栄光!!
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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。

問 :「蝙蝠」は動物の名前です。何と読むでしょう？

①ももんが　②こうもり　③むささび
〈締切〉令和元年10月31日（木）（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。
※郵便料金は10月1日より変更になります

クイズクイズ

登録ヘルパーさん募集車椅子貸出し

子ども会スポーツ大会

町戦没者追悼式

 「サロン実践者のつどい」を開催します！　

西尾張ブロックボランティアフェスティバル

ご寄附ありがとうございました

急募

参加者
募集!

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

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

♡

７月号の答えは「㋒茶」でした。
多数のご応募ありがとうございました。

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
内 容

令和元年 12 月１日（日）　午前 10 時 30 分から午後 3 時 30 分
エナジーサポートアリーナ（犬山市体育館） 犬山市大字羽黒字竹ノ腰 17-2
ボランティア団体・福祉施設ブース出展（店） ステージ・アリーナイベント等

対 象 者
日 時
場 所
申 込 み

蟹江町にお住まいの方
10 月 30 日（水） 午後１時 30 分から午後３時
蟹江町多世代交流施設
10 月 25 日（金）までに蟹江町社会福祉協議会へ TEL96-2940

日 時　10 月 11 日（金） 午前 10 時　　場 所　産業文化会館４階

※広告掲載に関するお問い合わせは
TEL96-2940 まで

　先の大戦の戦没者に対し追悼の意を表し平和を祈念するとともに、過ぐる大戦の悲惨さを次世代へ伝えるため
に開催します。

　「サロン実践者のつどい」では、町内でつどいの場を運営す
る方々があつまって、課題を共有し、よりよいつどいの場に
していくためにアイデアを出し合いながら今後の運営を考え
る話し合いを行います。
　「サロン実践者のつどい」はつどいの場を運営している方だ
けの話し合いではありません。つどいの場に参加している
方、参加したことはなくても興味のある方、またこれからつ
どいの場を作って行きたいと考えておられる方、サロンと協
力して地域を盛り上げていきたい事業者や企業の方々など、
サロン・つどいの場に興味やご意見をお持ちの方はぜひご参
加ください。みんなでより豊かなつどいの場を作っていきま
しょう。

　西尾張ブロックボランティアフェスティバルとは、西尾
張ブロック（14 市町村）内のボランティア活動実践者がつ
ながり、新たな活動の輪を広げていくことやボランティア
活動を幅広い世代に啓発することを目的として毎年開催し
ています。今年度は犬山市での開催となり、「‘笑顔’‘喜
び’‘感動’発見フェスティバル～みつけよう、今の私にで
きること～」をテーマとして、ボランティア活動者だけで
なく様々な方がボランティアの輪を広げられるような交流
の場が作られます。どなたでも参加できますのでぜひお越
しください。

名古屋ヤクルト販売株式会社様（5月）………… 8,094円
かにえワークスふれあいまつり実行委員会様
………………………………………………………5,000円
経福会様………………………………………… 50,000円
名古屋ヤクルト販売株式会社様（8月）………… 5,301円

令和元年５月20日～８月２日（受付順）

　去る 7 月 13 日（土）、町子ども会スポーツ大会（ドッジボール）が行われ、男子は蟹江小学校Ａチーム、女子
は新蟹江小学校Ａチームが優勝しました。
　優勝した２チームは、去る 8 月 17 日に行われました海部地区子ども会スポーツ大会に出場し、女子チームは
惜しくも予選敗退、男子チームは準優勝に輝きました。
　大会に参加された選手の皆さん、暑い中お疲れ様でした。そして、スポーツ推進委員・地区スポーツ協力員・
子ども会の関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。

▲女子の部優勝の新蟹江Ａチーム▲男子の部優勝の蟹江Ａチーム

広告募集中

海部地区大会で蟹江町（男子）が準優勝 町大会は新蟹江Ａ（女子）が栄光!!
町大会は

蟹江Ａ（男
子）が

栄光!!
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「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

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

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 16 日（水）

11 日（金）

10 月
18 日（水）
13 日（金）

12 月10 月 11 月 12 月
11 日（金） ８日（金） 13 日（金）
25 日（金） 22 日（金） 27 日（金）

●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。

寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」で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、地域の大人の方、中学生、高校生、大学生などのご協力をお願いしています。
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、みなさまが無理な
くできること、無理なくできる時間でお手伝いいただきたいと思っています。ぜひ地域のみなさまの力を
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。

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」

ファシリテーション講座ファシリテーション講座
話し合いが円滑に進むコツを知ろう！

●開催情報
開催日 毎月第４水曜日

日　時 11 月７日（木）午前 10時 15分～ 12時 15分
場　所 蟹江町多世代交流施設「泉人」
参加費 無料
募集人数 30 名（応募者多数の場合は抽選）
申込み 10 月 31 日（木）までに蟹江町社会福祉協議会

TEL 96-2940

温泉・入浴・健康講座温泉・入浴・健康講座
尾張温泉の歴史や健康について知ろう！

日　時 11 月 15 日（金）午前 11 時 00 分～正午
場　所 蟹江町多世代交流施設「泉人」
参加費 無料
募集人数 35 名（定員に満たない場合は当日参加も可）
申込み 11 月 8 日 ( 金 ) までに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 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）

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）
※12月25日のみ14:00～

12 月 25 日
14:00～

11 月 27 日
15:30～

10 月 23 日
15:30～ いろいろなカードゲームであそぼう

スクイーズづくりに挑戦

クリスマスケーキづくり

※予定は変更になる場合があります

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

駐車場及び各階で
ブース出店やバザー、
イベントなどを
行います。

子どもから
お年寄りの方みんなが
楽しめるイベントです。
ぜひ、遊びに来て
ください！

収益金は赤い羽根共同募金に寄付さ
れ、蟹江町の地域福祉活動に役立て
られます。※例年、町文化祭で行って
いるバザーを今年は泉人で行います

子ども服やおもちゃ、生活雑貨
などを販売！収益金を被災地支
援や蟹江町の防災に活かすため
に寄付します

ハンバーガー・みたらし団子・
クッキー・野菜販売　など

福祉バザー

10月27日(日) 午前10時～午後２時日時

場所 蟹江町多世代交流施設「泉人」／
（蟹江町大字西之森字海山 326 番地 3）

蟹江町体育館分館
（蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東 46 番地）

第21回チャリティフリーマーケット パラスポーツ体験
ボッチャ

子どもの遊び場コーナー
場所：町体育館分館

飲食ブース

福祉に関する
相談や

体験ブース

ママブース
手作りの雑貨・
パン販売など

入浴施設は通常通り営業します

泉人からのお願い

会議室等の貸出し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。

■施設開館時間／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分まで）
■休館日／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
■住所／蟹江町大字西之森字海山 326 番地３　■ＴＥＬ／ 0567-95-0026

●ご利用できる方　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。

その他にも
各種企業や福祉施設による
ブース出店、スタンプラリーや
ステージでのダンスの発表など

ワークショップ
けしごむハンコ
リボン作りなど

ハイハイレース
縁日ブース

●イベント開催中は施設内の駐車場はご利用できません。
施設内駐車場の開放は午後３時頃を予定しています。
入浴施設利用者及びイベント来場者の駐車場は尾張温泉東海センター大駐車場（南側）をご利用ください。
●尾張温泉東海センター様のご厚意で駐車場をお借りします。　●稲荷神社より南側のみ駐車可。
●尾張温泉東海センター利用者・関係者の方々へご迷惑のないようご協力をお願いいたします。

●当日は混雑が予想されます。徒歩や自転車、お散歩バスにてご来場ください。
・お散歩バスの停留所を変更しますのでご注意ください。 ・敷地内禁煙にご協力ください。　
・飲食は指定された飲食スペースでのみ可能です。それ以外での飲食はご遠慮ください。 ・ゴミは各自お持ち帰りください。
・館内は土足禁止です。イベント来場者は、くつ箱の利用はご遠慮いただき、くつ袋をご持参ください。

～ ちいきまるごとよっといＤＡＹ! ～

泉人まつり2019
せ ん と

にこにこママフェスタ
第21回チャリティフリーマーケット

路上駐車禁止！

協力者
（ボランティア）
募集!!
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「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

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

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 16 日（水）

11 日（金）

10 月
18 日（水）
13 日（金）

12 月10 月 11 月 12 月
11 日（金） ８日（金） 13 日（金）
25 日（金） 22 日（金） 27 日（金）

●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。

寺子屋「放課後かにまるキッズひろば」で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、地域の大人の方、中学生、高校生、大学生などのご協力をお願いしています。
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、みなさまが無理な
くできること、無理なくできる時間でお手伝いいただきたいと思っています。ぜひ地域のみなさまの力を
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。

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」

ファシリテーション講座ファシリテーション講座
話し合いが円滑に進むコツを知ろう！

●開催情報
開催日 毎月第４水曜日

日　時 11 月７日（木）午前 10時 15分～ 12時 15分
場　所 蟹江町多世代交流施設「泉人」
参加費 無料
募集人数 30 名（応募者多数の場合は抽選）
申込み 10 月 31 日（木）までに蟹江町社会福祉協議会

TEL 96-2940

温泉・入浴・健康講座温泉・入浴・健康講座
尾張温泉の歴史や健康について知ろう！

日　時 11 月 15 日（金）午前 11 時 00 分～正午
場　所 蟹江町多世代交流施設「泉人」
参加費 無料
募集人数 35 名（定員に満たない場合は当日参加も可）
申込み 11 月 8 日 ( 金 ) までに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 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）

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）
※12月25日のみ14:00～

12 月 25 日
14:00～

11 月 27 日
15:30～

10 月 23 日
15:30～ いろいろなカードゲームであそぼう

スクイーズづくりに挑戦

クリスマスケーキづくり

※予定は変更になる場合があります

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

駐車場及び各階で
ブース出店やバザー、
イベントなどを
行います。

子どもから
お年寄りの方みんなが
楽しめるイベントです。
ぜひ、遊びに来て
ください！

収益金は赤い羽根共同募金に寄付さ
れ、蟹江町の地域福祉活動に役立て
られます。※例年、町文化祭で行って
いるバザーを今年は泉人で行います

子ども服やおもちゃ、生活雑貨
などを販売！収益金を被災地支
援や蟹江町の防災に活かすため
に寄付します

ハンバーガー・みたらし団子・
クッキー・野菜販売　など

福祉バザー

10月27日(日) 午前10時～午後２時日時

場所 蟹江町多世代交流施設「泉人」／
（蟹江町大字西之森字海山 326 番地 3）

蟹江町体育館分館
（蟹江町大字蟹江新田字佐屋川東 46 番地）

第21回チャリティフリーマーケット パラスポーツ体験
ボッチャ

子どもの遊び場コーナー
場所：町体育館分館

飲食ブース

福祉に関する
相談や

体験ブース

ママブース
手作りの雑貨・
パン販売など

入浴施設は通常通り営業します

泉人からのお願い

会議室等の貸出し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。

■施設開館時間／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分まで）
■休館日／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
■住所／蟹江町大字西之森字海山 326 番地３　■ＴＥＬ／ 0567-95-0026

●ご利用できる方　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。

その他にも
各種企業や福祉施設による
ブース出店、スタンプラリーや
ステージでのダンスの発表など

ワークショップ
けしごむハンコ
リボン作りなど

ハイハイレース
縁日ブース

●イベント開催中は施設内の駐車場はご利用できません。
施設内駐車場の開放は午後３時頃を予定しています。
入浴施設利用者及びイベント来場者の駐車場は尾張温泉東海センター大駐車場（南側）をご利用ください。
●尾張温泉東海センター様のご厚意で駐車場をお借りします。　●稲荷神社より南側のみ駐車可。
●尾張温泉東海センター利用者・関係者の方々へご迷惑のないようご協力をお願いいたします。

●当日は混雑が予想されます。徒歩や自転車、お散歩バスにてご来場ください。
・お散歩バスの停留所を変更しますのでご注意ください。 ・敷地内禁煙にご協力ください。　
・飲食は指定された飲食スペースでのみ可能です。それ以外での飲食はご遠慮ください。 ・ゴミは各自お持ち帰りください。
・館内は土足禁止です。イベント来場者は、くつ箱の利用はご遠慮いただき、くつ袋をご持参ください。

～ ちいきまるごとよっといＤＡＹ! ～
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人生100年時代を地域で生きる！ 「長寿会単位クラブ活動紹介」
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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!!

Q どうして生まれたの？
A 誰もが安心して暮らせる地域づくりを話し合う中から、“住民同士の
　 つながりを深め、身近で支え合える仕組み”を目指して生まれました。
Q センターはどんなことをしているの？
A 手助けをしてほしい人（利用会員）と手助けをする人（かにまるサポー
　 ター）を結びつけるための調整や連絡をしています。
Q どんな人が利用できるの？
A 要支援1，2の認定を受けている人や「週に１回以上外出していま
　 すか？」など日常生活について尋ねる基本チェックリストで援助が
 　必要と認められた人です。かにえまるごとサポートセンターか地域

　 包括支援センターにご相談ください。
Q かにまるサポーターは何人いるの？
A 「地域支え合いサポーター養成講座」を受講した人でボランティア
　 活動に意欲のある人が登録し、現在60名です。掃除、洗濯や買い
　 物代行等のサポート活動を行うほか、毎月のサポーター交流会や
　 各種講座に参加することでスキルアップを図っています。また、か
　 にまるカフェなどの地域活動でもそれぞれの特技を活かしています。

　今支える側で活動することが将来の我が身、我が町を支える仕組
み作りにつながればいいなと活動しています。  　　  （サポーターT）

　かにまるサポーターとしての活動を始め
てから、既に６か月が過ぎました。当初は
若干の戸惑いもありました。対価をいただ
いて活動をするという気持ちが複雑でし
た。ほかのかにまるサポーターに相談した
こともありました。その人は、「あなたは
あなたのやり方でやった方がいいよ」と言
ってくださいました。少し安堵しました。
　私は利用会員さんの家に訪問した際は、

必ず相手の目を見て「お変わりありません
か？」と尋ねるようにしています。
　利用会員さんにやってあげたいのにやれ
ない時は、少し気持ちが落ち込むことがあ
りますが、与えられた事は一生懸命やって
あげようと思います。
　最後になりますが、利用会員さんが「待
っていたよ」と言ってくれるようなサポー
ターになりたいです。　　（サポーター Y）

　主に高齢者を対象とした地域密着型のふれあいサロンが、蟹江町のあちらこちらでオープンし、地域の交流の場が増えていますね。
　こうしたサロンの中で、かにまるカフェは蟹江町内の広域を対象とし、また、年齢や性別を問わない多世代の集いの場となっていま
す。カフェスタッフは、主にかにまるサポーターです。「来場者とスタッフが共に楽しみたい」が、私たちサロンにおける考えの一つです。
　かにまるカフェでは、好評の足湯、人気の手相、役立つ編み物、趣向を凝らした工作、麻雀や将棋
のプログラムがあり、各々が楽しい時間を過ごします。もちろんおしゃべりもします。歌謡曲に合わ
せた体操では、みんなの笑い声があがります。また、地域包括支援センターのコーナーでは、介護
や支援について気楽に相談することができます。
　かにまるカフェは毎月第２日曜日の10時から12時まで。はるす蟹江と泉人の２か所で交互に開
催しています。淹れたてコーヒーや冷たい飲み物が皆さんの参加を待っています！（サポーターM）

かにまる
カフェ

かにえまるごとサポートセンター Q&A

サポーター
の声

「別に何もしなくてもいい」。自分らしく過ごせる居場所。

かにまる通信
かにまるサポーター制作！

次回のカフェは10月13日（日）10:00～12:00 はるすの湯

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！

特　集

かにまるカフェ·はるすの湯
●場所／はるす蟹江　西之森字長瀬下65番地22
●内容／工作·歌に合わせた体操·茶話会·手相占い·
　　　　将棋·麻雀·足湯等

●場所／蟹江町多世代交流施設「泉人」
　　　　西之森字海山326番地３
●内容／工作·ラジオ体操·茶話会·手相占い等

かにまるカフェ·泉人

12 かにえの福祉 2019年10月号


