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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!!

　「かにまるサポーター活動後のひととき」
　訪問先の方も僕も生粋の蟹江育ちです。
　「おちゃがい」は世間では「ちゃがゆ」と言
うそうで、「しょうじょうまっか」は「べんけ
いがに」のことだそうです。「しょうじょうま
っか」は「猩々」（旗）の赤色が由来らしいが
役場に展示のカニにその鮮やかさはないこ
となど、かにまる活動後に祖父母から口伝
の言葉の事や蟹江の事を色々教えていただ
いています。

　また、今の南保育所や海門公民館の所は
埋め立て前の昭和 30 年代までは大池という
池がありボラを養殖しており、出荷時は近
所にも配ったそうです。「ボラ雑炊はおいし
かったなあ。」と思い出話に花が咲きます。
　かにまる活動を通じ人と繋がり、お話し
を聞くことで当時の生活が目に浮かび、思
い出したりします。
　蟹江の民族文化や言葉が後世に残ってほ
しいと願っています。（サポーター K）

その後はどうなる？

かにまる通信
かにまるサポーター制作！ 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！

　昨年の秋のこと、息子さんに促されて自動車免許証
を自主返納した80歳代のその人は、片足に障がいがあ
ります。返納後は、それまでのカラオケ喫茶、囲碁ク
ラブ、絵画教室にとたくさんの仲間との交流を楽しむ
生活が一変してしまったようです。長年、マイカーが
移動手段だったからです。年賀状には、「車をやめて
大変不都合です」の一言が添えられていました。そこ
には、淋しさがたっぷりと込められているように思え
ました。
　ところが１月下旬、その人は大きな画板を抱えて教
室に現れました。「どこにも行かれなくて家に籠って
いたら、気が滅入ってしまった。考えてみたら車検や
税金の維持費が浮いたので、これからはタクシーとコ

ミュニティバスを使って、前みたいに出かけることに
した。最初は遊びにタクシーを使うのは抵抗があった
けど今は公募展に出展しようと大作を描き始めた」と
顔も声も弾んでお話をされました。
　その日は、私たち絵の仲間にとって、勇気づけられ
る一日となりました。その人が人との交流を大切にし
てきたこれまでの生き方と前向きな今後への考え方
は、免許証自主返納への身近な「良きお手本」となっ
たからです。高齢者は、運動能力や思考能力など失う
ものが多くなりがちです。しかし、考えを切り替える
だけで、先に進むことができる事もあるのですね。
（サポーターM）

ふくしにふれる～福祉実践教室&パラスポーツ体験～
特　集
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サポーター
の声

かにまる
カフェ 赤ちゃんパワーってすごい！

　ある日のかにまるカフェに赤ちゃん連れの親子が参加されました。
　「かわいい！」、「抱っこさせてね」そっと手渡されると誰もがにっこり笑顔になり、周りの空気がほんわか和らぎ
ます。赤ちゃんの癒しパワーってすごい！一緒に来た２、３歳ぐらいのお兄ちゃんがカフェスタッフとおもちゃで遊
んでいる脇で、お母さんは今月の工作“木の実で作ろう”に挑戦。赤ちゃんはよそのおばあちゃんの腕の中でぐっ
すり寝ていました。
　かにまるカフェは誰でも好きに過ごせる場、自然に多世代交流できる場を目指しています。お気軽にお出かけ
ください。

次回のカフェは４月12日（日）
10:00～12:00 泉人

参加費
100円
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福祉実践教室では、毎年、蟹江町の各小学校３年生から６年生を対象として、障がい者理解につ
いてのお話や福祉の体験を行っています。平成 31 年度は総勢 1,306 名が参加しました。体験科目
は学年毎に異なり、３年生が「車いす」、４年生が「盲導犬」、５年生が「手話」、６年生が「点字」を体
験します。
体験を通して参加した児童からは「これから町で困っている人を見かけたらできることを手伝い
たいと思った」、「障がいのある人と自分たちの生活は思っていたより変わらないことが分かった」と
言った感想が寄せられました。

パラスポーツとは障がい者スポーツのことです。蟹江町社会福祉協議会ではパラスポーツ体験を
平成 30 年度から開催しており、平成 30 年度は車いすバスケットボール、平成 31 年度はボッチ
ャを行いました。
平成 30 年度の車いすバスケットボールでは名古屋車いすバスケットボールクラブの方々に講師
としてお越しいただき、実際の競技用車いすを使って基本的な動作とゲームの仕方を教えていただ
きました。昨年度開催したボッチャでは、蟹江町でボッチャ競技の普及を進めるボランティア団体
の方々にご協力いただき、多くの方々に参加してもらうことができました。
パラスポーツは障がいのある方たちだけのスポーツではなく、同じ機材・道具を使って誰でも一
緒に楽しむことができる開かれたスポーツです。参加した子どもたちやその保護者からも「楽しか
った」、「またやりたい・またこうした機会を作ってほしい」という声を多くいただき、改めてその間
口の広さをうかがい知ることができました。

「ふくし」という言葉は、よく「ふだんの　くらしの　しあわせ」と説明されます。福祉という言葉
に使われる「福」と「祉」の二文字も、両方とも「しあわせ」を意味します。つまり、福祉とは「しあわ
せになること」が根本的な目的なのです。福祉が目指すのは「みんなのしあわせ」であって、高齢者
や障がい者、小さな子供や生活困窮など、「困りごと」を抱える一部の人だけが福祉の対象になるわ
けではありません。福祉は自分達の生活をより良いものにしていくことであって、社会的弱者の対
応のみを対象としたものではありません。そうした誤解にもとづいて福祉が捉えられてしまうと、
多くの場合、福祉は自分とは遠く離れた「他人事」になってしまいます。
人間は多かれ少なかれ自分の生活を誰かに支えられながら生きています。その支えがたくさんい
る人もいれば、少しですむ人もいます。今は少しの支えですんでいる人でも１年後にはたくさんの
支えが必要になることもありますし、その逆もあります。つまり、「ふだんのくらし」と「困りごと」
は同心円上にある地続きのもの程度の差でしかないのです。福祉教育の役割は、この「ふだんのく
らし」と「困りごと」を分断させず、地続きの「自分事」として意識化することが最も重要になります。
「誰もが誰かに支えられながら生きている」という意識の上で、「どうすればみんながしあわせに生き
ていけるのか」を考えていくこと、それが福祉の基盤であり、福祉教育が育もうとする姿勢です。

●福祉実践教室

蟹江町社会福祉協議会では、子どもたちに向けた福祉教育のプログラムとして、福祉実践教室とパラ
スポーツ体験を開催しています。福祉実践教室は地域で暮らす様々な人々と共生していく力を育むこと
を目的として、町内の各小学校で毎年開催しています。また、パラスポーツ体験はスポーツを通して障
がいや障がい者への理解を深め、さまざまな人々が参画する社会の魅力を発見することを目的に平成
30 年度から実施しています。
今年は東京オリンピック・パラリンピックも開催され、様々なメディアで障がい者理解やパラスポー
ツの話題に触れることが多くなりました。以下からは蟹江町社会福祉協議会の開催する福祉実践教室と
パラスポーツ体験の様子をお伝えしたいと思います。

●福祉教育の役割について

●パラスポーツ体験
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令和２年１月 29 日（水）に蟹江町ボランティア大交流会を開催しました。
この交流会は、ボランティア活動をされている方やこれから始めたいと思
っている方、福祉事業所・企業の方がボランティアへの想いを話し合い、
お互いの情報を共有し、ボランティア活動者のつながりを育むことで今後
の地域活動・ボランティア活動をより発展させていくことを目的として開
催しています。今回の交流会では冒頭に「朗読ボランティア言の葉」と「オカリナグループヨシキリ」より活動発表を
いただき、その後、グループごとに参加者の皆さまで話し合いを行いました。
参加者の方々からは「色々なボランティアをされている方のお話が聞けて良かった。」、「自分とは異なった活動をし
ている人達と交流して幅を広げていきたい。」、「もっとたくさんの人に参加してもらえると、より有意義になると思
う。」といった感想をいただきました。

●地域食堂ってなんだろう？

●なぜ地域食堂が増加しているのか？

●地域食堂の今後～まちのインフラとしての役割～

地域食堂とは、食を通して地域住民のコミュニティの輪をひろげ、子どもの
孤食や高齢者の孤立を防ぐつどいの場を創造することを目的として開催される
食堂を指します。ここ数年で多くの人に知られるようになった「子ども食堂」も
地域食堂の一形態で、他にも高齢者が集まる場所や多世代交流を目指した食堂
など、様々な形があります。それぞれ対象や開催形態の違いはあっても、「地域
住民のつながりをつくる」という目的の核の部分は、どこの食堂も共通していま
す。そのため、基本的に食事は低額または無料で提供されています。
こうした地域の食堂は、貧困対策だけでなく地域の誰もが垣根なく参加できる「開かれたつどいの場」とし
て、地域住民のコミュニケーションを図る一つの資源として位置づけられています。

近年、子ども食堂を筆頭に各地で地域食堂の数が大きく増加
しています。全国の子ども食堂の数は、右図のように 3 年で
約 12 倍も増えています。子ども食堂を始め、地域食堂がこれ
ほど増加してきた背景にはいくつかの理由が挙げられますが、
多くの研究者が共通して挙げているものに、「相対的な貧困の発
見・浸透」と「大災害の経験」という二点があります。現代の貧
困状態は「住む所がない、食べるものもない、着るものもない」
ようなはっきりとした赤信号を出している場合は少なく、ちょ
っと見るだけでは普通の生活をしている人と区別がつきませ
ん。しかし、その生活を尋ねると、例えば「非正規の仕事を掛
け持ちし、家族と過ごす時間がない」、「修学旅行にいけない」、
「手料理を食べたことがなく十分な栄養が取れていない」など、一般的な生活と考えられているものの中から少
しだけこぼれてしまう人がいます。こうした専門的な支援にはつながれていないが、生活の質が落ちている人
たちの存在が広く知られてきて、「専門的な支援はできないが、そうした人達を支えるちょっとしたお手伝いな
らば自分でもできる」という方が増えてきたと考えられています。
また、東日本大震災など、大きな災害を経験したことで、身近な住民間で支え合う大切さ・必要性が多くの
人達に共有されたことが、こうした地域食堂の発展を後押ししていると言われています。

地域食堂は全ての地域住民がアクセスできるように「歩いて行ける距離」にあることが理想だと言われていま
す。今はまだ特別なものとして捉えられがちですが、まちのインフラとして定着していくことで、地域住民の
交流を円滑にし、専門的な支援につながりにくい人でも他者との関わりを持てる場所ができます。地域住民の
つながりをつくる「開かれたつどいの場」として、その役割が期待されています。

こと の   は

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。
まずはお気軽にボランティアセンターへご
相談ください。
ボランティア登録された方・団体には、ボランティアに
関する情報を随時お知らせしています。

万が一の事故に備えるため
ボランティア活動保険に加入しましょう！

ボランティア活動保険は、以下のようなボランティ
ア活動中の事故に対して幅広く補償する保険です。
①ボランティア活動中の事故によりボランティア本
人が怪我をした場合。（傷害事故）
②ボランティアの方々が、ボランティア活動を通し
て他人に損害を与えたことによって、損害賠償問
題が生じた場合。（賠償事故）

画像引用：ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ｈｔｔｐｓ://ｍｕｓｕｂｉｅ.ｏｒｇ/ｎｅｗｓ/９９３/（2020年1月８日現在）

（箇所）

令和元年度「蟹江町ボランティア大交流会」を開催しました ボランティアセンター
ボランティア活動を始めてみませんか？ ボランティア活動保険のご案内

かにえふくし探検隊では、私たちが住むまちの「ふくし」に関わる場所を子どもたち（探検隊員）が訪ね、そこ
で生活する人々や、お手伝いしている人々のお話を聞き、その取り組みを取材します。この記事では探検隊員
が取材した情報をまとめた、より子どもの目線に近い「ふくし」の情報を読者のみなさまにお届けします。
今回２回目となる「かにえ福祉探検隊」では、蟹江町で 12 月 25 日（水）に開催された子ども食堂を４名の隊員
と取材しました。

子ども食堂には子どもたちがたくさん来ており、大人もあわせて 111
人のひとが来ています。子どもたちは調理のお手伝いをしたり、テーブ
ルの準備をしている子もいれば、お手伝いはせずに友達と遊んでいる子
たちもいます。作ったご飯はローストビーフやポタージュ、ポテトサラ
ダなどで、みんなおいしそうに食べていました。このメニューにした理
由は「クリスマスっぽいメニュー」を選んだそうです。途中でサンタも登
場し、会場の子どもたちにプレゼントを配っていました。サンタに「恥
ずかしくないですか」と質問した所、「ちょっと恥ずかしい」と気持ちを聞
くことができました。みんなでご飯を食べた後はクリスマスケーキを作
りました。
子ども食堂は、子どもたちでご飯を作ったり、みんなで遊んだりして
わいわいと楽しく過ごせる所が特徴です。

子ども食堂をはじめたきっかけを開催者の蟹江町社会福祉協議会の方
に聞いてみました。
「現代では、親の仕事の関係でご飯を一人で食べる子どもも少なくあり
ません。核家族化や地域のつながりの弱まりなどもあり、そうした子ど
もを周囲で見てくれる人もほとんどいません。どんな子でもあつまっ
て、みんなとわいわい食事ができる場所があれば、さみしくないし、し
っかりしたご飯も食べられます。普段とはあまり関わらない地域の大人
の人と話したり、いつもの友達とは違う子と遊んでみたり、様々な交流
を通してひろいつながりを作ることで、生活の基盤がしっかりしたもの
になっていくと考えています。」
キッチンやホールにはボランティアの大人や違う学区の子どもたち、
テレビ局の人など色々な人がいて、こうしたたくさんの人達が集まる場
所になっていることがわかりました。

・もっと調理をやりたかった。人がたくさんいたので、ひとりがお手伝
いできる時間が少し短かったと思います。

・ご飯はおいしくて量もあって良かったです。ケーキ作り楽しかったです。
・せっかくたくさん人が来ているので、なにかゲームができると良かっ
たです。

●地域のイベント「子ども食堂」

●子ども食堂を始めたきっかけは「つながりづくり」

●子ども食堂に来ていた子どもたちの感想
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令和２年１月 29 日（水）に蟹江町ボランティア大交流会を開催しました。
この交流会は、ボランティア活動をされている方やこれから始めたいと思
っている方、福祉事業所・企業の方がボランティアへの想いを話し合い、
お互いの情報を共有し、ボランティア活動者のつながりを育むことで今後
の地域活動・ボランティア活動をより発展させていくことを目的として開
催しています。今回の交流会では冒頭に「朗読ボランティア言の葉」と「オカリナグループヨシキリ」より活動発表を
いただき、その後、グループごとに参加者の皆さまで話し合いを行いました。
参加者の方々からは「色々なボランティアをされている方のお話が聞けて良かった。」、「自分とは異なった活動をし
ている人達と交流して幅を広げていきたい。」、「もっとたくさんの人に参加してもらえると、より有意義になると思
う。」といった感想をいただきました。

●地域食堂ってなんだろう？

●なぜ地域食堂が増加しているのか？

●地域食堂の今後～まちのインフラとしての役割～

地域食堂とは、食を通して地域住民のコミュニティの輪をひろげ、子どもの
孤食や高齢者の孤立を防ぐつどいの場を創造することを目的として開催される
食堂を指します。ここ数年で多くの人に知られるようになった「子ども食堂」も
地域食堂の一形態で、他にも高齢者が集まる場所や多世代交流を目指した食堂
など、様々な形があります。それぞれ対象や開催形態の違いはあっても、「地域
住民のつながりをつくる」という目的の核の部分は、どこの食堂も共通していま
す。そのため、基本的に食事は低額または無料で提供されています。
こうした地域の食堂は、貧困対策だけでなく地域の誰もが垣根なく参加できる「開かれたつどいの場」とし
て、地域住民のコミュニケーションを図る一つの資源として位置づけられています。

近年、子ども食堂を筆頭に各地で地域食堂の数が大きく増加
しています。全国の子ども食堂の数は、右図のように 3 年で
約 12 倍も増えています。子ども食堂を始め、地域食堂がこれ
ほど増加してきた背景にはいくつかの理由が挙げられますが、
多くの研究者が共通して挙げているものに、「相対的な貧困の発
見・浸透」と「大災害の経験」という二点があります。現代の貧
困状態は「住む所がない、食べるものもない、着るものもない」
ようなはっきりとした赤信号を出している場合は少なく、ちょ
っと見るだけでは普通の生活をしている人と区別がつきませ
ん。しかし、その生活を尋ねると、例えば「非正規の仕事を掛
け持ちし、家族と過ごす時間がない」、「修学旅行にいけない」、
「手料理を食べたことがなく十分な栄養が取れていない」など、一般的な生活と考えられているものの中から少
しだけこぼれてしまう人がいます。こうした専門的な支援にはつながれていないが、生活の質が落ちている人
たちの存在が広く知られてきて、「専門的な支援はできないが、そうした人達を支えるちょっとしたお手伝いな
らば自分でもできる」という方が増えてきたと考えられています。
また、東日本大震災など、大きな災害を経験したことで、身近な住民間で支え合う大切さ・必要性が多くの
人達に共有されたことが、こうした地域食堂の発展を後押ししていると言われています。

地域食堂は全ての地域住民がアクセスできるように「歩いて行ける距離」にあることが理想だと言われていま
す。今はまだ特別なものとして捉えられがちですが、まちのインフラとして定着していくことで、地域住民の
交流を円滑にし、専門的な支援につながりにくい人でも他者との関わりを持てる場所ができます。地域住民の
つながりをつくる「開かれたつどいの場」として、その役割が期待されています。

こと の   は

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。
まずはお気軽にボランティアセンターへご
相談ください。
ボランティア登録された方・団体には、ボランティアに
関する情報を随時お知らせしています。

万が一の事故に備えるため
ボランティア活動保険に加入しましょう！

ボランティア活動保険は、以下のようなボランティ
ア活動中の事故に対して幅広く補償する保険です。
①ボランティア活動中の事故によりボランティア本
人が怪我をした場合。（傷害事故）
②ボランティアの方々が、ボランティア活動を通し
て他人に損害を与えたことによって、損害賠償問
題が生じた場合。（賠償事故）

画像引用：ＮＰＯ法人全国こども食堂支援センター・むすびえ
ｈｔｔｐｓ://ｍｕｓｕｂｉｅ.ｏｒｇ/ｎｅｗｓ/９９３/（2020年1月８日現在）

（箇所）

令和元年度「蟹江町ボランティア大交流会」を開催しました ボランティアセンター
ボランティア活動を始めてみませんか？ ボランティア活動保険のご案内

かにえふくし探検隊では、私たちが住むまちの「ふくし」に関わる場所を子どもたち（探検隊員）が訪ね、そこ
で生活する人々や、お手伝いしている人々のお話を聞き、その取り組みを取材します。この記事では探検隊員
が取材した情報をまとめた、より子どもの目線に近い「ふくし」の情報を読者のみなさまにお届けします。
今回２回目となる「かにえ福祉探検隊」では、蟹江町で 12 月 25 日（水）に開催された子ども食堂を４名の隊員
と取材しました。

子ども食堂には子どもたちがたくさん来ており、大人もあわせて 111
人のひとが来ています。子どもたちは調理のお手伝いをしたり、テーブ
ルの準備をしている子もいれば、お手伝いはせずに友達と遊んでいる子
たちもいます。作ったご飯はローストビーフやポタージュ、ポテトサラ
ダなどで、みんなおいしそうに食べていました。このメニューにした理
由は「クリスマスっぽいメニュー」を選んだそうです。途中でサンタも登
場し、会場の子どもたちにプレゼントを配っていました。サンタに「恥
ずかしくないですか」と質問した所、「ちょっと恥ずかしい」と気持ちを聞
くことができました。みんなでご飯を食べた後はクリスマスケーキを作
りました。
子ども食堂は、子どもたちでご飯を作ったり、みんなで遊んだりして
わいわいと楽しく過ごせる所が特徴です。

子ども食堂をはじめたきっかけを開催者の蟹江町社会福祉協議会の方
に聞いてみました。
「現代では、親の仕事の関係でご飯を一人で食べる子どもも少なくあり
ません。核家族化や地域のつながりの弱まりなどもあり、そうした子ど
もを周囲で見てくれる人もほとんどいません。どんな子でもあつまっ
て、みんなとわいわい食事ができる場所があれば、さみしくないし、し
っかりしたご飯も食べられます。普段とはあまり関わらない地域の大人
の人と話したり、いつもの友達とは違う子と遊んでみたり、様々な交流
を通してひろいつながりを作ることで、生活の基盤がしっかりしたもの
になっていくと考えています。」
キッチンやホールにはボランティアの大人や違う学区の子どもたち、
テレビ局の人など色々な人がいて、こうしたたくさんの人達が集まる場
所になっていることがわかりました。

・もっと調理をやりたかった。人がたくさんいたので、ひとりがお手伝
いできる時間が少し短かったと思います。

・ご飯はおいしくて量もあって良かったです。ケーキ作り楽しかったです。
・せっかくたくさん人が来ているので、なにかゲームができると良かっ
たです。

●地域のイベント「子ども食堂」

●子ども食堂を始めたきっかけは「つながりづくり」

●子ども食堂に来ていた子どもたちの感想
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令和２年４月１日の貸館利用申請より下記のとおり利用料金を変更させていただくこととなりました。今後
も引き続き、経費の削減やサービス向上に努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

貸館利用料金変更のお知らせ

「泉人」かわらばん
せん　　　 　と

●今後の予定

　ケアラーズカフェはケアラー（介護者）のために町に設置されたカフェです。ケアラー
同士が悩みを相談したり情報交換できる場所として定期開催しています。当日参加可能
です。いつでもお気軽にご参加ください。心からお待ちしています。

予約方法

お茶、お菓子代 100 円
（召し上がる方のみいただきます）

「認知症と向き合って
   生活するために」( 仮 )

★認知症看護認定看護師による
　講話を予定しています。
★時間 /10：15 ～ 11：45（90 分）

カフェ 4 月 2 日（木）、6 月 4 日（木）
10：30～11：30

5 月 14 日（木）

教室

多世代交流施設２階　多目的室 1

蟹江町東地域包括支援センター　
　TEL 0567-94-3320
蟹江町西地域包括支援センター　
　TEL 0567-94-1165

参加費

場　所

問合せ

４月

5 月

6 月

バルーンアートに挑戦しよう！

万華鏡づくり

勝ち抜き！オセロトーナメント

相談したい月の前月１日から電話予約がで
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ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から

電話予約

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）
TEL：0567-96-2940　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 17 日（水）15 日（水）

12 日（金）10 日（金）

6 月4 月4 月 5 月 6 月
10 日（金） 8 日（金） 12 日（金）
24 日（金） 22 日（金） 26 日（金）

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

てらこや  かにまるキッズひろばてらこや  かにまるキッズひろば

蟹江町ケアラーズカフェ

第６回地域支え合いサポーター養成講座

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。

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）
貸館利用申請、利用料金の納付は午後５時まで
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

●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。

浴室の利用について
※入浴料金の変更はありません

利用料金（新）

利用料金（旧）

（円）

（円）

午前
午後１
午後２

２階 ３階

会議室１ 会議室２ ピロティ

屋外
多目的室２

東 西 全室多目的室１ パントリー

2,000
1,000
4,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

2,000
1,000
4,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

1㎡ /1時間
10 円

午前
午後１
午後２

２階 ３階

会議室１ 会議室２ ピロティ

屋外
多目的室２

東 西 全室多目的室１ パントリー

1,680
840

3,360

840
420

1,680

840
420

1,680

840
420

1,680

1,680
840

3,360

840
420

1,680

840
420

1,680

1㎡ /1時間
10 円

  「てらこや かにまるキッズひろば」は、子どもたちの居場所づくりと地
域交流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。
●開催情報
開催日
時　間

毎月第２日曜日

場　所

内　容

多世代交流施設 ２階 多目的室１

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）
毎月の目玉行事と常時設置のオセロや将棋、
カードゲーム、学校の宿題など。参加ポイント
を貯めてお楽しみ景品と交換もできます。

午前10時～正午まで
（時間内なら何時からでも参加できます）

協力者（ボランティア）を募集しています
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。

※プログラムは変更になる場合があります

地域支え合いサポーター養成講座は、地域での支えあいを推進する担い手の養成を目的と
しています。講座では、地域のみんなが住み慣れた場所で自分らしく、安心して暮らすため
の支え合いについて学びます。地域のちからになっていただける方を広く募集しています。

申 込 み

そ の 他

６月５日（金）までに社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会かにえまるごとサポートセンター　
TEL0567-31-6346 へ
講座を修了された方は、蟹江町社会福祉協議会が運営する「かにえまるごとサポートセンター」からの紹介
を通して、地域で手助けを必要とする人を支援する「かにまるサポーター」として登録していただけます。

日 時

場 所

対 象 者
定 員
受 講 料

６月 25 日（木）、６月 26 日（金）
午前 10 時～午後４時
多世代交流施設３階　多目的室２

蟹江町在住の 20 歳以上の方
30 名　※定員になり次第締め切ります
無料

タイトル
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令和２年４月１日の貸館利用申請より下記のとおり利用料金を変更させていただくこととなりました。今後
も引き続き、経費の削減やサービス向上に努めてまいりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。

貸館利用料金変更のお知らせ

「泉人」かわらばん
せん　　　 　と

●今後の予定

　ケアラーズカフェはケアラー（介護者）のために町に設置されたカフェです。ケアラー
同士が悩みを相談したり情報交換できる場所として定期開催しています。当日参加可能
です。いつでもお気軽にご参加ください。心からお待ちしています。

予約方法

お茶、お菓子代 100 円
（召し上がる方のみいただきます）

「認知症と向き合って
   生活するために」( 仮 )

★認知症看護認定看護師による
　講話を予定しています。
★時間 /10：15 ～ 11：45（90 分）

カフェ 4 月 2 日（木）、6 月 4 日（木）
10：30～11：30

5 月 14 日（木）

教室

多世代交流施設２階　多目的室 1

蟹江町東地域包括支援センター　
　TEL 0567-94-3320
蟹江町西地域包括支援センター　
　TEL 0567-94-1165

参加費

場　所

問合せ

４月

5 月

6 月

バルーンアートに挑戦しよう！

万華鏡づくり

勝ち抜き！オセロトーナメント

相談したい月の前月１日から電話予約がで
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ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から

電話予約

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）
TEL：0567-96-2940　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 17 日（水）15 日（水）

12 日（金）10 日（金）

6 月4 月4 月 5 月 6 月
10 日（金） 8 日（金） 12 日（金）
24 日（金） 22 日（金） 26 日（金）

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

てらこや  かにまるキッズひろばてらこや  かにまるキッズひろば

蟹江町ケアラーズカフェ

第６回地域支え合いサポーター養成講座

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。

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）
貸館利用申請、利用料金の納付は午後５時まで
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

●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。

浴室の利用について
※入浴料金の変更はありません

利用料金（新）

利用料金（旧）

（円）

（円）

午前
午後１
午後２

２階 ３階

会議室１ 会議室２ ピロティ

屋外
多目的室２

東 西 全室多目的室１ パントリー

2,000
1,000
4,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

2,000
1,000
4,000

1,000
500

2,000

1,000
500

2,000

1㎡ /1時間
10 円

午前
午後１
午後２

２階 ３階

会議室１ 会議室２ ピロティ

屋外
多目的室２

東 西 全室多目的室１ パントリー

1,680
840

3,360

840
420

1,680

840
420

1,680

840
420

1,680

1,680
840

3,360

840
420

1,680

840
420

1,680

1㎡ /1時間
10 円

  「てらこや かにまるキッズひろば」は、子どもたちの居場所づくりと地
域交流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。
●開催情報
開催日
時　間

毎月第２日曜日

場　所

内　容

多世代交流施設 ２階 多目的室１

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）
毎月の目玉行事と常時設置のオセロや将棋、
カードゲーム、学校の宿題など。参加ポイント
を貯めてお楽しみ景品と交換もできます。

午前10時～正午まで
（時間内なら何時からでも参加できます）

協力者（ボランティア）を募集しています
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。

※プログラムは変更になる場合があります

地域支え合いサポーター養成講座は、地域での支えあいを推進する担い手の養成を目的と
しています。講座では、地域のみんなが住み慣れた場所で自分らしく、安心して暮らすため
の支え合いについて学びます。地域のちからになっていただける方を広く募集しています。

申 込 み

そ の 他

６月５日（金）までに社会福祉法人蟹江町社会福祉協議会かにえまるごとサポートセンター　
TEL0567-31-6346 へ
講座を修了された方は、蟹江町社会福祉協議会が運営する「かにえまるごとサポートセンター」からの紹介
を通して、地域で手助けを必要とする人を支援する「かにまるサポーター」として登録していただけます。

日 時

場 所

対 象 者
定 員
受 講 料

６月 25 日（木）、６月 26 日（金）
午前 10 時～午後４時
多世代交流施設３階　多目的室２

蟹江町在住の 20 歳以上の方
30 名　※定員になり次第締め切ります
無料

タイトル
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３００円以上ご寄付をいただいた方に
対して、お礼として「かにえの福祉愛
応援シール」（３枚入り）を差し上げて
います。
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。

高齢者・障がい者・子育て中の親子
など地域の皆さまを対象として、閉じ
こもり予防や孤独感の緩和・悩みごと
相談など、地域の中でのつながりづく
り・生きがいづくりを進めるサロン活
動に対し助成を行っています。
※ただし、自助グループ・趣味サークルの
活動は助成対象にはなりません。

サロンにはこんな効果があります。
①仲間づくり・居場所づくり 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

世帯の自立を応援しています
生活福祉資金
低所得者・障がい者世帯・65 歳以上の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。

◀ 

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

助成金額　年額 30,000 円（年度途中の場合は月額 2,500 円）

ご寄附ありがとうございました

視覚の障がいをお持ちの皆さまへ

社会福祉協議会は
サロン活動を応援しています！

資金貸付事業

あなたの 暮らしの 安心のために

長寿会会員募集！ 車椅子貸出し

社会福祉協議会事業のご案内

かにえの福祉愛応援シール

登録ヘルパーさん募集

福祉巡回軽自動車寄贈

認知症サポーター
ステップアップ講座を開催

かにえ音訳グループ「音ごよみ」による
朗読発表会

令和２年２月 12 日、愛知県社会
福祉協議会にて福祉巡回軽自動
車の寄贈式が行われ「ふれあい
号」を愛知県生命保険協会様より
寄贈していただきました。
お受けしました「ふれあい号」は利
用者の方への訪問並びに福祉活動
事業等に活用してまいります。

令和元年12月1日～令和 2年 2月12日（受付順）

日 時
場 所
内 容
参 加

日 時

場 所
テ ー マ

定 員
参 加 費
対 象 者

申 込 み

匿名様…………………………………………………7,000 円
匿名様…………………………………………………1,302 円

第1回　６月３０日（火）(第２回１０月２９日（木）
　　　　開催予定 ) 午後１時３０分～４時３０分
　　　　（受付：１時～）
蟹江中央公民館
１部　医師の講話：認知症への理解を深める
　　　講師　覚前　淳　氏　（愛知県認知症疾
　　　患医療センター七宝病院、センター長）
２部　認知症の人への接し方について
４０名　( 先着順 )
無料
蟹江町在住、在勤で認知症
サポーター養成講座を受講済みの方
（オレンジリングをお持ちの方）
蟹江町東地域包括支援センター 
TEL０５６７-９４ -３３２０

認知症サポーターの方に認知症の理解をより深めていただける内
容を予定しています。
これから増え続ける認知症の方をみんなで支えて、誰もが
手を取り合えるやさしい蟹江町をつくりましょう。
これからの世の中はあなたのやさしい手が必要です。ぜひ
足を運んでください !

５月 10 日（日）午前 10 時 30 分～正午
まちなか交流センター「楽人」
エッセイや童話等の朗読
無料

対 象 者

音 訳 版

点 訳 版

町内にお住まいで視覚に障がいをお持ち
の方や細かい文字が読みづらい方など
町広報「まちから」・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。
「笑顔～かにえの福祉」があります。

参加者の感想
楽しかったです。文字で読むのとはまた
違う本の面白さに気づきました。

物語を声でお届けします。どなたでもお気軽にお越しください。

がくと

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。

急募

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。

お気軽にご相談ください

会員数約 2,700 人

一般会員（世帯）
特別会員（個人・団体）
法人・事業所会員
施設会員（福祉施設）

１口 500 円
１口 1,000 円
１口 3,000 円
１口 2,000 円

ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ ，ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ

オレンジリング

広報の「音訳版」「点訳版」を利用しませんか？

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 15,700 世帯）
および関係事業所（約 400 か所）

広告募集中
対 象  者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

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 : 福祉　  応援シールに描かれているものは？？

①キンモクセイ ②ハナショウブ ③カニ 〈締切〉令和 2 年4 月30 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。

クイズクイズ

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

♡

1 月号の答えは「③睦月」でした。
ご応募ありがとうございました。

♡

♡

いきいき楽しく参加しませんか

入会資格 町内に住むおおむね60歳以上の方ならどなたでも。
問 合 せ お住まいの地域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TEL０５６７-９
６-２９４０担当：吉田）まで。

○生活を豊かにする活動
　（体操・ボッチャ・レクリエーション・各種研修など）
○地域を豊かにする社会活動
　（友愛訪問・ボランティア活動・社会奉仕の日・地域文化の伝承
　活動への協力など）
（活動内容は各クラブによって異なります。）

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですので、社会
福祉協議会までご連絡ください。（福祉サービス利用手続き、
金銭管理などのサービスを利用する際は料金がかかります。）

日常生活自立支援事業
判断能力に不安のある高齢者や障害者の方が安心して暮らせるお
手伝いをします。
○福祉サービスを使いたいけど、どうすればいいかわからない方
○介護保険関係の書類がたくさん届くけど、どう手続きし
　たらいいかわからない方
○計画的にお金を使いたいけど、いつも迷ってしまう方
○最近物忘れが多くて預金通帳をちゃんとしまったか、いつも
　心配な方
生活支援員が日常生活に関するお手伝いをさせていただきます

♡愛

社協会費募集
しゃきょう
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３００円以上ご寄付をいただいた方に
対して、お礼として「かにえの福祉愛
応援シール」（３枚入り）を差し上げて
います。
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。

高齢者・障がい者・子育て中の親子
など地域の皆さまを対象として、閉じ
こもり予防や孤独感の緩和・悩みごと
相談など、地域の中でのつながりづく
り・生きがいづくりを進めるサロン活
動に対し助成を行っています。
※ただし、自助グループ・趣味サークルの
活動は助成対象にはなりません。

サロンにはこんな効果があります。
①仲間づくり・居場所づくり 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

世帯の自立を応援しています
生活福祉資金
低所得者・障がい者世帯・65 歳以上の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。

◀ 

切
り
取
っ
て
く
だ
さ
い

助成金額　年額 30,000 円（年度途中の場合は月額 2,500 円）

ご寄附ありがとうございました

視覚の障がいをお持ちの皆さまへ

社会福祉協議会は
サロン活動を応援しています！

資金貸付事業

あなたの 暮らしの 安心のために

長寿会会員募集！ 車椅子貸出し

社会福祉協議会事業のご案内

かにえの福祉愛応援シール

登録ヘルパーさん募集

福祉巡回軽自動車寄贈

認知症サポーター
ステップアップ講座を開催

かにえ音訳グループ「音ごよみ」による
朗読発表会

令和２年２月 12 日、愛知県社会
福祉協議会にて福祉巡回軽自動
車の寄贈式が行われ「ふれあい
号」を愛知県生命保険協会様より
寄贈していただきました。
お受けしました「ふれあい号」は利
用者の方への訪問並びに福祉活動
事業等に活用してまいります。

令和元年12月1日～令和 2年 2月12日（受付順）

日 時
場 所
内 容
参 加

日 時

場 所
テ ー マ

定 員
参 加 費
対 象 者

申 込 み

匿名様…………………………………………………7,000 円
匿名様…………………………………………………1,302 円

第1回　６月３０日（火）(第２回１０月２９日（木）
　　　　開催予定 ) 午後１時３０分～４時３０分
　　　　（受付：１時～）
蟹江中央公民館
１部　医師の講話：認知症への理解を深める
　　　講師　覚前　淳　氏　（愛知県認知症疾
　　　患医療センター七宝病院、センター長）
２部　認知症の人への接し方について
４０名　( 先着順 )
無料
蟹江町在住、在勤で認知症
サポーター養成講座を受講済みの方
（オレンジリングをお持ちの方）
蟹江町東地域包括支援センター 
TEL０５６７-９４ -３３２０

認知症サポーターの方に認知症の理解をより深めていただける内
容を予定しています。
これから増え続ける認知症の方をみんなで支えて、誰もが
手を取り合えるやさしい蟹江町をつくりましょう。
これからの世の中はあなたのやさしい手が必要です。ぜひ
足を運んでください !

５月 10 日（日）午前 10 時 30 分～正午
まちなか交流センター「楽人」
エッセイや童話等の朗読
無料

対 象 者

音 訳 版

点 訳 版

町内にお住まいで視覚に障がいをお持ち
の方や細かい文字が読みづらい方など
町広報「まちから」・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。
「笑顔～かにえの福祉」があります。

参加者の感想
楽しかったです。文字で読むのとはまた
違う本の面白さに気づきました。

物語を声でお届けします。どなたでもお気軽にお越しください。

がくと

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。

急募

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。

お気軽にご相談ください

会員数約 2,700 人

一般会員（世帯）
特別会員（個人・団体）
法人・事業所会員
施設会員（福祉施設）

１口 500 円
１口 1,000 円
１口 3,000 円
１口 2,000 円

ＯＮＥ ＦＯＲ ＡＬＬ ，ＡＬＬ ＦＯＲ ＯＮＥ

オレンジリング

広報の「音訳版」「点訳版」を利用しませんか？

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 15,700 世帯）
および関係事業所（約 400 か所）

広告募集中
対 象  者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

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 : 福祉　  応援シールに描かれているものは？？

①キンモクセイ ②ハナショウブ ③カニ 〈締切〉令和 2 年4 月30 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。

クイズクイズ

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

♡

1 月号の答えは「③睦月」でした。
ご応募ありがとうございました。

♡

♡

いきいき楽しく参加しませんか

入会資格 町内に住むおおむね60歳以上の方ならどなたでも。
問 合 せ お住まいの地域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TEL０５６７-９
６-２９４０担当：吉田）まで。

○生活を豊かにする活動
　（体操・ボッチャ・レクリエーション・各種研修など）
○地域を豊かにする社会活動
　（友愛訪問・ボランティア活動・社会奉仕の日・地域文化の伝承
　活動への協力など）
（活動内容は各クラブによって異なります。）

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですので、社会
福祉協議会までご連絡ください。（福祉サービス利用手続き、
金銭管理などのサービスを利用する際は料金がかかります。）

日常生活自立支援事業
判断能力に不安のある高齢者や障害者の方が安心して暮らせるお
手伝いをします。
○福祉サービスを使いたいけど、どうすればいいかわからない方
○介護保険関係の書類がたくさん届くけど、どう手続きし
　たらいいかわからない方
○計画的にお金を使いたいけど、いつも迷ってしまう方
○最近物忘れが多くて預金通帳をちゃんとしまったか、いつも
　心配な方
生活支援員が日常生活に関するお手伝いをさせていただきます

♡愛

社協会費募集
しゃきょう
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　　　　　　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
　　　　　　楽人
　　　　　　蟹江町観光協会
　　　　　　食いしん坊

　　　　　　㈲お茶の香風園
　　　　　　蟹江須成郵便局
　　　　　　加里部亭
　　　　　　社会福祉法人蟹江福祉会
　　　　　　社会福祉法人カリヨン福祉会
　　　　　　暖ぺい
　　　　　　祭人

　　　　　　㈱丸八

　　　　　　カニエボウル
　　　　　　ニッキーベア本店
　　　　　　まんが喫茶すみれ
　　　　　　健康カフェらくらく
　　　　　　らくらく
　　　　　　博多ラーメン本丸亭
　　　　　　鉄板焼き・お好み焼きマーチ
　　　　　　GMGoodMorningPRIME ㈱

　　　　　　アドニス　
　　　　　　活魚料理　浜舟
　　　　　　蟹江町図書館
　　　　　　蟹江町役場　
　　　　　　喫茶　鳩
　　　　　　㈱柴正
　　　　　　㈱マルサン
　　　　　　中国料理群鳳
　　　　　　天使の café （くろ川）
　　　　　　㈱鬼頭石油
　　　　　　美容室 OZZ
　　　　　　美容室 BISARA
　　　　　　ピアゴ蟹江店

　　　　　　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
　　　　　　支留比亜珈琲店蟹江店
　　　　　　ねこぐるま
　　　　　　みなと医療生協かにえ診療所
　　　　　　街の駅
　　　　　　福祥
　　　　　　旬彩の味わいがら里
　　　　　　極楽居酒屋昭和食堂蟹江店
　　　　　　欧香

　　　　　　みかく堂
　　　　　　㈱ヴァンドゥルポ

　　　　　　㈱赤ちゃんデパート水谷
　　　　　　蟹江富吉郵便局

　　　　　  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
　　　　　  こりとーる蟹江本店穂香
　　　　　  サンフルーリ
　　　　　  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
　　　　　  ヘウンデ蟹江店

配食サービス 会食会

友愛訪問

ふれあいバス旅行に出かけましょう！

庄屋

高齢者向け１食２３０円他（１食あたり配達料込５００円相当の
お弁当をお届けします。１食につき２７０円が蟹江町から補助されます。）
※その他、一般食や医療食も用意しています。

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）

午前９時３０分～正午
利用を希望される方に申請書類を提出していただきます。
詳しくは、社会福祉協議会 TEL0567-96-2940 へ

ご希望の方は、地域の婦人会・長寿会の方、もしくは社会福
祉協議会までご連絡ください。

この機会にぜひ参加してください
対  象  者
実  施  日
行  き  先
出 　   発
参  加  費
定 　   員
申  込  み

65 歳以上のひとり暮らしの方
６月 16 日 ( 火 )
滋賀県信楽方面（予定）
午前８時 30 分　蟹江町役場北側駐車場
おひとり 3,000 円（当日徴収）
80 人（応募者多数の場合は抽選）
5 月 18 日 ( 月 ) ～６月１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。

対  象  者

利 用 料
訪 問 日

65 歳以上のひとり暮らしの方※日中ひとり暮らし
の方など訪問が必要な方はご相談ください。
無料
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

実 施 日
時 間 帯

利 用 料

会 場
交 通

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。
毎月第２水曜日
午前 10 時～午後２時
（受付 午前 10 時～午前 11 時 15 分頃まで）
１回 200 円（入浴料は別途必要）
※事前予約が必要
多世代交流施設
お散歩バスを利用して来館され
る方は、午前１１時１５分頃ま
でに多世代交流施設へ到着でき
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
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。

対象者

利用料
（弁当代）

実施日

配達時間

申込み

※写真はすべて利用料２３０円のお弁当です。（２社の給食業者からお選びいただけます）

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

宅配クック
( 別途ご飯付 )

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。

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。

食事・温泉・余興の三拍子！！

卓上寄付箱設置店をご紹介します！！

区分別実績
区　分 一般募金 歳末募金 合　計 募金の説明

3,288,482 円

1,554,000 円

202,002 円

176,991 円

735,401 円

294,483 円

6,251,359 円

0 円

0円

0円

0円

0円

30,000 円

30,000 円

3,288,482 円

1,554,000 円

202,002 円

176,991 円

735,401 円

324,483 円

6,281,359 円

各世帯からいただいた募金

事業所・お店からいただいた
募金
近鉄・JR各駅前、スーパーで
の街頭活動でいただいた募金
町内の小中学校の児童生徒
からいただいた募金
各種福祉団体からいただいた
募金
職域募金、個人募金、イベント
などでいただいた募金

ご協力いただいた法人（事業所）一覧（敬称略、順不同）

▲近鉄蟹江駅での街頭募金

令和元年度赤い羽根共同募金
皆さまの♡ご支援♡ご協力♡ありがとうございました
　第７３回を数える赤い羽根共同募金運動が昨年 10月から３か月間実施されました。
　皆さまからお寄せいただいた募金は６２８万余円となりその全額を愛知県共同募金会へ納付いたしま
した。来年度は、募金総額の約９０％が町社会福祉協議会へ配分され、地域福祉のために活用されます。
　ご協力いただきました町民の皆さまを始め、法人・事業所・関係団体の皆さま、ありがとうござ
いました。

7 万円以上の多額ご寄附をいただいた法人・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。

令和２年 1 月３１日現在

松屋㈱
㈲小川建設
㈱ヤオキスーパー
㈱若菜
㈲宇佐美手袋
㈱セノオ
RUCCI（ルッチ）
高梨産業㈱
ガーデンカフェサンフルーリ
㈱十六銀行蟹江支店
トヨタカローラ中京㈱
こりとーる蟹江本店㈱穂香
㈲スマイル
㈱レクスト
㈱ヨコエ
柴田燃料店
中島正博事務所
㈲元海
㈱加賀悦商店
㈲立木
㈱成菱自動車
㈱佐治新聞舗
内川司法書士事務所
㈲杉庄
㈱中京銀行蟹江支店
海部ニット㈱
㈱CROSS-NET WORKS
㈱ツノダ
庄屋
まるい
㈲三井シャトレーゼ蟹江店
㈲右大臣
㈲丸河
中京製パン㈱
㈲フジカン
石塚生花店
かにえカメラ
都屋㈲
和のギャラリー松屋
治水園
甘強酒造㈱
海部建設㈱
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

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
㈱岩間電機製作所
NPO法人介護研究会笑
ねこぐるま
㈱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
みろく
吉祥
なまずや
㈲安藤鉄工所
㈲ステキ化工研究所
㈱丸三運輸
㈲米柳
山田幸敏税理士事務所
尾関紙器製作所
健針堂釣具店
みなと医療生活協同組合
かにえ診療所
後藤佛兵佛壇店
味彩もへの
福祥
竹内歯科医院
医療法人ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ服部
鍋ダイニング愛
支留比亜珈琲店蟹江店
㈱HOMMA
カフェスワティ
㈲高阪組

㈱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㈱
㈾東光電業社
㈾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
㈲幸商事 (洋食やピオニ )
近藤機械製作所㈱
㈲凾政紙工
㈲河文商事

スポーツクラブアシスト蟹江
三守鐵鋼㈱
NTNアドバンストマテリアルズ㈱
㈱赤ちゃんデパート水谷
カニエ水道㈲
㈴山田木工所
㈲バンノウ興産
富吉運輸㈱
八形工業㈱
桑名三重信用金庫蟹江支店
㈲寿屋富吉
㈱日光鋳工場
山田自動車 
㈱近藤熔接
佐藤工業所
華夢華夢
㈲コハラゴム
㈲掛井塗装工業所
㈱光板金工作所
正易設計
草野産業㈱名古屋支店
㈲宮西組
森吉通運㈱
㈲大誠産業
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
ウイストン㈱
㈲タナカ建装
カニエ JAPAN㈱
㈱加藤建設
和光商会
ニッシンテクニス㈱
㈲奥田不動産

㈲みづほ園芸
福山通運㈱名古屋西支店
㈱青木塗装所
㈱いさじ代理店

㈱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
六三 蟹江店
タカイエンタープライズ㈱
浜舟
宇佐美自転車商会
㈲岩崎電気商会
湯元館
㈱柴正
㈲本間石材店
㈱鬼頭石油
HONDA DREAM 名古屋西
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
㈲パリジャン
(医)尾張温瑞頌会泉かにえ病院
㈲河野鈑金
司雀
カニエスポーツ
カニエ動物クリニック
四季旬果
セブン -イレブン蟹江町源氏店
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
大源
㈱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
㈲三共建設
サントリービバレッジサ
ービス㈱名古屋西支店
平野税理士事務所
東放企業㈱

戸谷硝子住建㈱
㈱戸谷組
㈲後藤石油
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
ダスキン蟹江
野菜ソムリエ認定店  活粋食堂
にこにこママネットワーク
丸二衛生㈲
㈱クリンテック

㈱東亜鐡工商事
㈱神田製作所
㈱飯田製作所
㈲本城
フミン化工㈱
㈱三星電機製作所
奥田商事㈱
㈲藤吉金型
後藤樹脂工業所
山田酒造㈱
㈱神星アルミ製作所
㈲山田印刷
㈲あさや電気商会
セーヌ蟹江
正力
㈱神田工業
㈲高須石材店
㈱太田工産
社会福祉法人カリヨン福祉会
㈱大笹組
寺西ライスセンター
㈱開健精器
第一貨物㈱名古屋西支店
㈱サカエプレス
㈱トタニ合金
㈲カニエ製菓
フラワーガーデン戸谷
㈱東海鈑金
加藤軽金属工業㈱
愛豊工業㈱
㈱共栄製作所
㈲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
㈱オクムラ
調和工業㈱名古屋支店
㈲渋江商店
鍋清グローリー㈱
ＣＢＣハウジング
タカヤマ産業㈱
菜も屋
加里部亭
明山堂
㈱義津屋 JR蟹江駅前店
吉田鉄工㈱
㈱後藤鉄工所
ミキ（Beautysalon MIKI）
㈱成田タイヤ
税理士法人中央会計名古屋西事務所
ゴトー工務店
(医)維仁会　蟹江ゆう歯科
大橋接骨院

日本システム・クリエート㈱
岡村会計事務所
名阪近鉄旅行㈱
㈲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
㈱河村産業所
大藤建設㈱
㈱メディカル加藤
㈱黒川建築事務所
㈱ワンズバディ

大口寄付者【法人・団体の部(7万以上～60万未満)】

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区

須西学区

町外

株式会社加藤建設　様　　　　　　　　金 70,000 円

蟹江町医師会　様　　　　　　　　　金 100,000 円

蟹江町民生委員児童委員協議会　様　金 130,000 円

蟹江町保育所保護者会連合会　様　　金 155,165 円

蟹江町長寿会連合会　様　　　　　　金 146,128 円

·······························

····································

························

······

大口のご寄付をいただいた方への
感謝状を送りました。

戸別募金

法人募金

街頭募金

学校募金

団体募金

そ の 他

合 計

 1 月～ 9 月は「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 78
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。ご協力いただ
いた皆さまありがとうございます。　
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。

♡愛

♡愛　 …かにえの福祉　 応援シール　　…福祉基金　 …共同募金

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区
須西学区

町外

1110 かにえの福祉 2020年4月号かにえの福祉 2020年4月号



　　　　　　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
　　　　　　楽人
　　　　　　蟹江町観光協会
　　　　　　食いしん坊

　　　　　　㈲お茶の香風園
　　　　　　蟹江須成郵便局
　　　　　　加里部亭
　　　　　　社会福祉法人蟹江福祉会
　　　　　　社会福祉法人カリヨン福祉会
　　　　　　暖ぺい
　　　　　　祭人

　　　　　　㈱丸八

　　　　　　カニエボウル
　　　　　　ニッキーベア本店
　　　　　　まんが喫茶すみれ
　　　　　　健康カフェらくらく
　　　　　　らくらく
　　　　　　博多ラーメン本丸亭
　　　　　　鉄板焼き・お好み焼きマーチ
　　　　　　GMGoodMorningPRIME ㈱

　　　　　　アドニス　
　　　　　　活魚料理　浜舟
　　　　　　蟹江町図書館
　　　　　　蟹江町役場　
　　　　　　喫茶　鳩
　　　　　　㈱柴正
　　　　　　㈱マルサン
　　　　　　中国料理群鳳
　　　　　　天使の café （くろ川）
　　　　　　㈱鬼頭石油
　　　　　　美容室 OZZ
　　　　　　美容室 BISARA
　　　　　　ピアゴ蟹江店

　　　　　　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
　　　　　　支留比亜珈琲店蟹江店
　　　　　　ねこぐるま
　　　　　　みなと医療生協かにえ診療所
　　　　　　街の駅
　　　　　　福祥
　　　　　　旬彩の味わいがら里
　　　　　　極楽居酒屋昭和食堂蟹江店
　　　　　　欧香

　　　　　　みかく堂
　　　　　　㈱ヴァンドゥルポ

　　　　　　㈱赤ちゃんデパート水谷
　　　　　　蟹江富吉郵便局

　　　　　  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
　　　　　  こりとーる蟹江本店穂香
　　　　　  サンフルーリ
　　　　　  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
　　　　　  ヘウンデ蟹江店

配食サービス 会食会

友愛訪問

ふれあいバス旅行に出かけましょう！

庄屋

高齢者向け１食２３０円他（１食あたり配達料込５００円相当の
お弁当をお届けします。１食につき２７０円が蟹江町から補助されます。）
※その他、一般食や医療食も用意しています。

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）

午前９時３０分～正午
利用を希望される方に申請書類を提出していただきます。
詳しくは、社会福祉協議会 TEL0567-96-2940 へ

ご希望の方は、地域の婦人会・長寿会の方、もしくは社会福
祉協議会までご連絡ください。

この機会にぜひ参加してください
対  象  者
実  施  日
行  き  先
出 　   発
参  加  費
定 　   員
申  込  み

65 歳以上のひとり暮らしの方
６月 16 日 ( 火 )
滋賀県信楽方面（予定）
午前８時 30 分　蟹江町役場北側駐車場
おひとり 3,000 円（当日徴収）
80 人（応募者多数の場合は抽選）
5 月 18 日 ( 月 ) ～６月１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。

対  象  者

利 用 料
訪 問 日

65 歳以上のひとり暮らしの方※日中ひとり暮らし
の方など訪問が必要な方はご相談ください。
無料
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

実 施 日
時 間 帯

利 用 料

会 場
交 通

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。
毎月第２水曜日
午前 10 時～午後２時
（受付 午前 10 時～午前 11 時 15 分頃まで）
１回 200 円（入浴料は別途必要）
※事前予約が必要
多世代交流施設
お散歩バスを利用して来館され
る方は、午前１１時１５分頃ま
でに多世代交流施設へ到着でき
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
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。

対象者

利用料
（弁当代）

実施日

配達時間

申込み

※写真はすべて利用料２３０円のお弁当です。（２社の給食業者からお選びいただけます）

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

宅配クック
( 別途ご飯付 )

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。

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。

食事・温泉・余興の三拍子！！

卓上寄付箱設置店をご紹介します！！

区分別実績
区　分 一般募金 歳末募金 合　計 募金の説明

3,288,482 円

1,554,000 円

202,002 円

176,991 円

735,401 円

294,483 円

6,251,359 円

0 円

0円

0円

0円

0円

30,000 円

30,000 円

3,288,482 円

1,554,000 円

202,002 円

176,991 円

735,401 円

324,483 円

6,281,359 円

各世帯からいただいた募金

事業所・お店からいただいた
募金
近鉄・JR各駅前、スーパーで
の街頭活動でいただいた募金
町内の小中学校の児童生徒
からいただいた募金
各種福祉団体からいただいた
募金
職域募金、個人募金、イベント
などでいただいた募金

ご協力いただいた法人（事業所）一覧（敬称略、順不同）

▲近鉄蟹江駅での街頭募金

令和元年度赤い羽根共同募金
皆さまの♡ご支援♡ご協力♡ありがとうございました
　第７３回を数える赤い羽根共同募金運動が昨年 10月から３か月間実施されました。
　皆さまからお寄せいただいた募金は６２８万余円となりその全額を愛知県共同募金会へ納付いたしま
した。来年度は、募金総額の約９０％が町社会福祉協議会へ配分され、地域福祉のために活用されます。
　ご協力いただきました町民の皆さまを始め、法人・事業所・関係団体の皆さま、ありがとうござ
いました。

7 万円以上の多額ご寄附をいただいた法人・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。

令和２年 1 月３１日現在

松屋㈱
㈲小川建設
㈱ヤオキスーパー
㈱若菜
㈲宇佐美手袋
㈱セノオ
RUCCI（ルッチ）
高梨産業㈱
ガーデンカフェサンフルーリ
㈱十六銀行蟹江支店
トヨタカローラ中京㈱
こりとーる蟹江本店㈱穂香
㈲スマイル
㈱レクスト
㈱ヨコエ
柴田燃料店
中島正博事務所
㈲元海
㈱加賀悦商店
㈲立木
㈱成菱自動車
㈱佐治新聞舗
内川司法書士事務所
㈲杉庄
㈱中京銀行蟹江支店
海部ニット㈱
㈱CROSS-NET WORKS
㈱ツノダ
庄屋
まるい
㈲三井シャトレーゼ蟹江店
㈲右大臣
㈲丸河
中京製パン㈱
㈲フジカン
石塚生花店
かにえカメラ
都屋㈲
和のギャラリー松屋
治水園
甘強酒造㈱
海部建設㈱
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

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
㈱岩間電機製作所
NPO法人介護研究会笑
ねこぐるま
㈱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
みろく
吉祥
なまずや
㈲安藤鉄工所
㈲ステキ化工研究所
㈱丸三運輸
㈲米柳
山田幸敏税理士事務所
尾関紙器製作所
健針堂釣具店
みなと医療生活協同組合
かにえ診療所
後藤佛兵佛壇店
味彩もへの
福祥
竹内歯科医院
医療法人ﾃﾞﾝﾀﾙｸﾘﾆｯｸ服部
鍋ダイニング愛
支留比亜珈琲店蟹江店
㈱HOMMA
カフェスワティ
㈲高阪組

㈱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㈱
㈾東光電業社
㈾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
㈲幸商事 (洋食やピオニ )
近藤機械製作所㈱
㈲凾政紙工
㈲河文商事

スポーツクラブアシスト蟹江
三守鐵鋼㈱
NTNアドバンストマテリアルズ㈱
㈱赤ちゃんデパート水谷
カニエ水道㈲
㈴山田木工所
㈲バンノウ興産
富吉運輸㈱
八形工業㈱
桑名三重信用金庫蟹江支店
㈲寿屋富吉
㈱日光鋳工場
山田自動車 
㈱近藤熔接
佐藤工業所
華夢華夢
㈲コハラゴム
㈲掛井塗装工業所
㈱光板金工作所
正易設計
草野産業㈱名古屋支店
㈲宮西組
森吉通運㈱
㈲大誠産業
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
ウイストン㈱
㈲タナカ建装
カニエ JAPAN㈱
㈱加藤建設
和光商会
ニッシンテクニス㈱
㈲奥田不動産

㈲みづほ園芸
福山通運㈱名古屋西支店
㈱青木塗装所
㈱いさじ代理店

㈱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
六三 蟹江店
タカイエンタープライズ㈱
浜舟
宇佐美自転車商会
㈲岩崎電気商会
湯元館
㈱柴正
㈲本間石材店
㈱鬼頭石油
HONDA DREAM 名古屋西
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
㈲パリジャン
(医)尾張温瑞頌会泉かにえ病院
㈲河野鈑金
司雀
カニエスポーツ
カニエ動物クリニック
四季旬果
セブン -イレブン蟹江町源氏店
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
大源
㈱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
㈲三共建設
サントリービバレッジサ
ービス㈱名古屋西支店
平野税理士事務所
東放企業㈱

戸谷硝子住建㈱
㈱戸谷組
㈲後藤石油
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
ダスキン蟹江
野菜ソムリエ認定店  活粋食堂
にこにこママネットワーク
丸二衛生㈲
㈱クリンテック

㈱東亜鐡工商事
㈱神田製作所
㈱飯田製作所
㈲本城
フミン化工㈱
㈱三星電機製作所
奥田商事㈱
㈲藤吉金型
後藤樹脂工業所
山田酒造㈱
㈱神星アルミ製作所
㈲山田印刷
㈲あさや電気商会
セーヌ蟹江
正力
㈱神田工業
㈲高須石材店
㈱太田工産
社会福祉法人カリヨン福祉会
㈱大笹組
寺西ライスセンター
㈱開健精器
第一貨物㈱名古屋西支店
㈱サカエプレス
㈱トタニ合金
㈲カニエ製菓
フラワーガーデン戸谷
㈱東海鈑金
加藤軽金属工業㈱
愛豊工業㈱
㈱共栄製作所
㈲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
㈱オクムラ
調和工業㈱名古屋支店
㈲渋江商店
鍋清グローリー㈱
ＣＢＣハウジング
タカヤマ産業㈱
菜も屋
加里部亭
明山堂
㈱義津屋 JR蟹江駅前店
吉田鉄工㈱
㈱後藤鉄工所
ミキ（Beautysalon MIKI）
㈱成田タイヤ
税理士法人中央会計名古屋西事務所
ゴトー工務店
(医)維仁会　蟹江ゆう歯科
大橋接骨院

日本システム・クリエート㈱
岡村会計事務所
名阪近鉄旅行㈱
㈲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
㈱河村産業所
大藤建設㈱
㈱メディカル加藤
㈱黒川建築事務所
㈱ワンズバディ

大口寄付者【法人・団体の部(7万以上～60万未満)】

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区

須西学区

町外

株式会社加藤建設　様　　　　　　　　金 70,000 円

蟹江町医師会　様　　　　　　　　　金 100,000 円

蟹江町民生委員児童委員協議会　様　金 130,000 円

蟹江町保育所保護者会連合会　様　　金 155,165 円

蟹江町長寿会連合会　様　　　　　　金 146,128 円

·······························

····································

························

······

大口のご寄付をいただいた方への
感謝状を送りました。

戸別募金

法人募金

街頭募金

学校募金

団体募金

そ の 他

合 計

 1 月～ 9 月は「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 78
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。ご協力いただ
いた皆さまありがとうございます。　
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。

♡愛

♡愛　 …かにえの福祉　 応援シール　　…福祉基金　 …共同募金

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区
須西学区

町外
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▲ジャックボール（白玉）をめがけて（パラスポーツ体験）

4月号

2020年

No.153

地域ささえあい情報室　地域食堂
ふくし探検隊　子ども食堂 
「泉人」かわらばん
ほっとだより
赤い羽根共同募金のご報告
かにまる通信　　
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12
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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!!

　「かにまるサポーター活動後のひととき」
　訪問先の方も僕も生粋の蟹江育ちです。
　「おちゃがい」は世間では「ちゃがゆ」と言
うそうで、「しょうじょうまっか」は「べんけ
いがに」のことだそうです。「しょうじょうま
っか」は「猩々」（旗）の赤色が由来らしいが
役場に展示のカニにその鮮やかさはないこ
となど、かにまる活動後に祖父母から口伝
の言葉の事や蟹江の事を色々教えていただ
いています。

　また、今の南保育所や海門公民館の所は
埋め立て前の昭和 30 年代までは大池という
池がありボラを養殖しており、出荷時は近
所にも配ったそうです。「ボラ雑炊はおいし
かったなあ。」と思い出話に花が咲きます。
　かにまる活動を通じ人と繋がり、お話し
を聞くことで当時の生活が目に浮かび、思
い出したりします。
　蟹江の民族文化や言葉が後世に残ってほ
しいと願っています。（サポーター K）

その後はどうなる？

かにまる通信
かにまるサポーター制作！ 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！

　昨年の秋のこと、息子さんに促されて自動車免許証
を自主返納した80歳代のその人は、片足に障がいがあ
ります。返納後は、それまでのカラオケ喫茶、囲碁ク
ラブ、絵画教室にとたくさんの仲間との交流を楽しむ
生活が一変してしまったようです。長年、マイカーが
移動手段だったからです。年賀状には、「車をやめて
大変不都合です」の一言が添えられていました。そこ
には、淋しさがたっぷりと込められているように思え
ました。
　ところが１月下旬、その人は大きな画板を抱えて教
室に現れました。「どこにも行かれなくて家に籠って
いたら、気が滅入ってしまった。考えてみたら車検や
税金の維持費が浮いたので、これからはタクシーとコ

ミュニティバスを使って、前みたいに出かけることに
した。最初は遊びにタクシーを使うのは抵抗があった
けど今は公募展に出展しようと大作を描き始めた」と
顔も声も弾んでお話をされました。
　その日は、私たち絵の仲間にとって、勇気づけられ
る一日となりました。その人が人との交流を大切にし
てきたこれまでの生き方と前向きな今後への考え方
は、免許証自主返納への身近な「良きお手本」となっ
たからです。高齢者は、運動能力や思考能力など失う
ものが多くなりがちです。しかし、考えを切り替える
だけで、先に進むことができる事もあるのですね。
（サポーターM）

ふくしにふれる～福祉実践教室&パラスポーツ体験～
特　集

2

サポーター
の声

かにまる
カフェ 赤ちゃんパワーってすごい！

　ある日のかにまるカフェに赤ちゃん連れの親子が参加されました。
　「かわいい！」、「抱っこさせてね」そっと手渡されると誰もがにっこり笑顔になり、周りの空気がほんわか和らぎ
ます。赤ちゃんの癒しパワーってすごい！一緒に来た２、３歳ぐらいのお兄ちゃんがカフェスタッフとおもちゃで遊
んでいる脇で、お母さんは今月の工作“木の実で作ろう”に挑戦。赤ちゃんはよそのおばあちゃんの腕の中でぐっ
すり寝ていました。
　かにまるカフェは誰でも好きに過ごせる場、自然に多世代交流できる場を目指しています。お気軽にお出かけ
ください。

次回のカフェは４月12日（日）
10:00～12:00 泉人

参加費
100円
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