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2 フードパントリーを開催しました！
特 集

掲載している行事予定は、新型コロナウイルス感染症の影響により変更になる場合があります。ホームページまたは各問合せ先でご確認ください。

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!!

フードパントリーにて

今月の表紙

No.159
10月号

2021年社会福祉協議会がお届けする“かにえの福祉”



特集 フードパントリーを開催しました！
７月 10日（土）、７月 13日（火）、８月６日（金）、８月７日（土）にNPO法人にこにこママネットワーク様と協
力し、フードパントリーを開催しました。開催当日の様子をご紹介します。

フードパントリーとは、企業や小売店などにおいて、生産過程で余ってしまったり、賞味期限が近づ
いてきてしまったりすることによって、まだ食べられる状態でも処分されてしまう食品を寄付してい
ただき、食糧を必要としている方たちへ配布する取り組みです。
「フードパントリー」という言葉は「食べ物の貯蔵庫・配膳所」を意味しています。誰もが明日の食事を
心配することがなくなるような社会を築くための支え合い活動の一つとして、様々な団体によって取
り組みが進められています。

７月 10日（土）、７月 13日（火）のフードパントリーはNPO法人にこにこママネットワーク様、蟹江
町役場子ども課、蟹江町社会福祉協議会の三者による共催にて、８月６日（金）、８月７日（土）はNPO
法人にこにこママネットワーク様と蟹江町社会福祉協議会の共催でフードパントリーを開催しました。
フードバンク愛知様、みえライス様にご協力いただき、4回の開催でお米やドリンクなどの食糧を約
770名の方に配布しました。

　蟹江町社会福祉協議会では、例年、子どもたちの居場所づくりと食育を兼ねて、夏休みと冬休
みの期間に子ども食堂を開催しています。昨年度及び今年度の夏休み期間はコロナ禍の影響から
開催を見合わせましたが、今年度の 12月は以下の通り開催を予定しています。

開催日時
場 所
対 象
人 数
開催内容
申込方法

12 月 24日（金） 10:00 ～ 13:00
多世代交流施設「泉人」
町内在住の小学生
30名（事前予約制、先着順）
食事づくり、昼食会
蟹江町社会福祉協議会まで（℡0567-96-2940）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては、プログラムの変更またはフードパントリー
への事業変更を検討します。

●フードパントリーとは

●フードパントリー開催の様子

●お知らせ
12 月 24日（金）子ども食堂開催予定！
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フードドライブ
「もったいない」を「ありがとう」につなげる

　日本では、年間６４ 5万トンの食品が、まだ食べられるのに廃棄されています。
家庭で使いきれない食品を持ちより、それらをフードバンクや施設等に寄付する活動をフードドライブと言います。
　今回、蟹江町でもフードドライブを開催します。ぜひご協力をお願いします。

①お米（玄米、1週間以内に精米したもの）
②賞味期限が１か月以上残っていて常温保存で
きる未開封のもの（レトルト食品・乾物・缶
詰・調味料・お菓子など）

①開封済みのもの　②お酒
③成分表示の記載がないもの
④製造者名または販売者名の記載がないもの
⑤日本語表示のないもの

　コロナ禍で続く行動自粛、リモートワーク、収入の減少などの環境の中、子育
てをしている世帯も大変な苦労をしています。そんな皆さんを応援するために、
2021年１月より蟹江西子育て支援センター「にこにこ」でフードパントリーを始
めました。フードパントリーで配布する食品はNPO法人フードバンク愛知様と
認定NPO法人セカンドハーベスト名古屋様などから提供いただいています。

フードドライブ開催日程 場所
10月７日（木）・８日（金）・９日（土）
10:00～ 15:00

多世代交流施設「泉人」
蟹江町観光交流センター「祭人」

フードパントリー子育て世帯対象

蟹江西子育て支援センター「にこにこ」へご来館ください。

にこにこママネットワークに登録してください！（年間登録料 200円・毎年４月更新）
ネットワーク登録証をお渡しします。２回目からは登録証の提示で受け取れます。

配布日は月１回です。ブログやホームページ、広報「まちから」でお知らせします。

次回の配布日は・・・

10月31日（日）にこにこママフェスタにて同時開催予定
（状況によって中止または変更になる場合があります。ブログやホームページにてご確認ください。）

蟹江西子育て支援センター「にこにこ」（火～土10:00 ～ 15:00）
蟹江町大字西之森字海山３２６番地３　多世代交流施設「泉人」１階
℡0567-31-8345

集めることができる食品 集めることができない食品

ラインアカウントはこちら→
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知っ得！

・ご飯（温かいもの）…４人分
・生しいたけ、えのき、しめ
じ（好きなきのこ類でもＯ
Ｋ）各１パック

・にんにく…1/2 片
・レモン…1/2 個
・バター、サラダ油…大さじ１
・（Ａ）塩、胡椒、しょうゆ…
適量

①生しいたけは軸を取り、4～6等分
にします。しめじ・えのきは石づき
を切り、しめじは手で食べやすい
大きさにほぐします。えのきは半分
の長さに切ってほぐします。
②フライパンにみじん切りしたにんに
くとバター・サラダ油（各大さじ 1）と①のきのこをすべて入れてしんなり
するまで炒めます。最後に（Ａ）を入れ味をととのえます。
③ボールでご飯と②を混ぜ合わせ、器に盛り最後にくし型のレモンを添え完
成です♪

・かぼちゃの煮物（通常の
味付けでＯＫ）…一皿分

・ゆで卵…2 個～ 3 個
・マヨネーズ…適量
・こしょう…適量

①ゆで卵を作り、輪切りにします。
②①とかぼちゃの煮物・マヨネー
ズ・こしょうを入れ軽く混ぜ合わ
せて完成です。
○作りすぎて余った、かぼちゃの煮
物でも美味しく出来ます♪

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。

介護・障がい
トピックス

きのこ混ぜピラフ

かぼちゃと卵のサラダ

【秋の食材を使ったレシピ】

時給体制 募集条件

1日1～2時間や週1日の勤務でもOK

問合せ　蟹江町社会福祉協議会　℡0567-96-3736

今回は実際に訪問介護事業所で働いているヘルパーさんおすすめの秋の食材を使ったレシピを紹介します。

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！

登録ヘルパーさん募集 お気軽に
ご連絡ください！急募

材　料

材　料

作り方

作り方
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赤い羽根がシンボルの共同募金運動が１０月１日から全国一斉に始まります。
赤い羽根共同募金は、子どもたちや高齢者、障がい者などを支援する様々な福祉活動や
災害時の支援などに役立てられます。

下記の義援金の受付を行っています。
・令和 3年 7月大雨災害静岡県義援金
・熊本県南豪雨義援金
・平成 30年 7月広島県豪雨災害義援金
・平成３０年７月豪雨岡山県災害義援金
・愛媛県豪雨災害義援金
・令和3年 7月・8月広島県大雨災害義援金
・令和 3年 8月佐賀県豪雨災害義援金
・令和 3年 8月大雨災害青森県義援金
・令和 3年 8月福岡県豪雨災害義援金
・長崎県令和 3年 8月大雨災害義援金
・令和 3年 8月大雨災害義援金（長野県）

下記の義援金の受付を行っています。
・令和 3年 7月大雨災害静岡県義援金
・熊本県南豪雨義援金
・平成 30年 7月広島県豪雨災害義援金
・平成３０年７月豪雨岡山県災害義援金
・愛媛県豪雨災害義援金
・令和3年 7月・8月広島県大雨災害義援金
・令和 3年 8月佐賀県豪雨災害義援金
・令和 3年 8月大雨災害青森県義援金
・令和 3年 8月福岡県豪雨災害義援金
・長崎県令和 3年 8月大雨災害義援金
・令和 3年 8月大雨災害義援金（長野県）

初音ミクやバンドリ！ ガールズバンドパーティー !
などのコラボグッズを進呈します。

町内（区・自治）会長様
を通じて各世帯に
お願いします。

法人・事業所様に
お願いします。

戸別募金

10 月1日㊎、12月1日㊌　近鉄・JR各駅前
10月5日㊋、12月7日㊋　ヨシヅヤJR蟹江駅前店、ピアゴ蟹江店
10月6日㊌、12月8日㊌　オークワ蟹江店
10月7日㊍、12月9日㊍　アオキスーパー富吉店

街頭募金

法人募金

事業所やスーパーに
募金箱を設置してい
ます。

保育所や小中学校に
募金箱を配布して
お願いします。

【運動期間：１０月１日～１２月３１日】

さまざまな募金方法があります。

※いずれも募金ですので強制ではありません。

じぶんの町を良くするしくみ

赤い羽根共同募金

「赤い羽根募金箱
設置協力店」募集！

災害義援金募集

卓上募金 学校募金

社協窓口で一定額以上の募金をされた方へ
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みんなで助け合い 安心社協の
１年間

の

　　報
告と決

算

法人運営事業

地域福祉推進事業

●理事会等の開催
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（書面）、評議員会３回（書面）、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4,837,212円、法人寄附金463,977円、福祉基金
315,786円、福祉愛応援シール協力金39,756円）

●広報啓発活動
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）
●生活困窮者支援事業（フードバンクの利用）
生活困窮者を援助するため、社協とセカンドハーベ
スト名古屋が協定を結び、緊急食料の提供を行いま
した。（97件利用）

ボランティア活動育成事業

●ボランティアセンター登録等
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。（20団体693名、個人41名登録）
●ボランティア教室
手話講座が開催され、ボランティアを育成しました。
（全４回11名参加）

●音訳版・点訳版広報紙等を配布
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。
●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校225名参加）※新型コロナウイルス感染症の
影響により４校は中止しました。

●てらこや「かにまるキッズひろば」
多世代交流施設で子どもの居場所づくりと地域交流
を目的として毎月１回開催しました。
（２回17名参加）※新型コロナウイルス感染症の影響により10回中
止しました。

共同募金配分事業

●高齢者福祉活動（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
旅行を実施する予定でしたが、新型コロナウイルス感
染症の影響により中止しました。
●障害児・者福祉活動（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
する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響
により中止しました。
●児童・青少年福祉活動（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。（2,461名加入）
●母子・父子福祉活動
　（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。（18名贈呈）
●福祉育成・援助活動
　（車いすの無料貸出、福祉団体などへ助成）
●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。（51件貸出）
●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13か所）

●歳末たすけあい配分事業
災害準備品の整備を行いました。

●会食会事業
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81名利用）※４～９月、12～３月は新型コロナウイルス感染
症の影響により中止しました。

●配食サービス事業（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21,826食利用）
●友愛訪問活動事業
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2,790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722件、契約10件）
●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（２ケ月１回）を行いました。
（法律相談57件、相続・登記・成年後見相談15件）※新型コロナウ
イルス感染症の影響により法律相談５回、司法書士相談２回中止し
ました。

●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。（26名参列）※新型コロナウイルス感染症の影響に
より規模を縮小して実施しました。
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して暮らせるまちかにえかにえ

※1万円未満を四捨五入しています
翌年度への繰越額 826万円

資金貸付事業
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2,179件）※新型コロナウイルス感染症の影響で減収や失
業された方を対象に特例貸付の相談及び貸付を行いました。

障がい者相談支援事業（町受託事業）
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971名、相談件数　延べ2,701件、ケアプラン作成
83件、モニタリング280件、認定調査54件）

居宅介護支援事業
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484件、認定調査　延べ12件）

居宅介護事業

●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574名、延べ4,235回）

生活支援体制整備事業（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。
●サロン実践者のつどい （２回延べ45名参加）
●協議体 （第１層（町全域）未開催、第２層（中学校区域）14回）※新
型コロナウイルス感染症の影響により４～５月、１～２月は中止し
ました。

●地域で開催される会議への出席 
（地域ケア会議３回、民生委員・地域包括支援センター懇談会６回、
地区住民との懇談会３回）

●地域支え合いサポーター養成講座 
（全1回８名参加）

●かにまるカフェ（泉人） （４回延べ158名参加）※新型コ
ロナウイルス感染症の影響により８回中止しました。

●かにえまるごとサポートセンターの運営
（サポートセンター登録　利用会員63名・サポーター56名、年間活
動延べ1,333回、サポーター交流会７回97名）※新型コロナウイル
ス感染症の影響により交流会を５回中止しました。

●移動支援ボランティア事業
舟入地区、鍋蓋新田・南地区に住む移動に課題を抱え
る65歳以上の高齢者を対象として、買い物・通院・そ
の他生活に必要となる場所への移動支援を令和２年12
月より開始しました。（利用会員53名、協力会員８名、運行日
数44日、利用者総数116名、住民説明会２回、運転ボランティア養
成講座２回19名、運営委員会３回、先進地の視察等）

多世代交流施設指定管理事業（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36,769名利用、貸館758団体利用）※新型コロナウイルス
感染症の影響により令和２年４月１日から５月31日、令和３年１月
18日から３月３日まで休館しました。

会費収入
484万円

寄附金収入
84万円

経常経費
補助金収入
3,354万円

受託金収入
5,671万円

事業収入
1,001万円

介護保険
事業収入
1,711万円

障害福祉
サービス等
事業収入
1,731万円

受取利息
配当金収入
1万円

その他の収入
150万円

その他の活動
による収入
67万円

前期末支払
資金残高
790万円

収入合計
15,044
万円

法人運営事業
3,103万円

地域福祉
推進事業
1,088万円

ボランティア
活動育成事業
7万円

共同募金
配分事業
530万円

資金貸付事業
520万円

居宅介護
支援事業
566万円

居宅介護事業
1,076万円

障がい福祉
サービス事業
15万円

障がい者相談
支援事業
1,660万円

生活支援
体制整備事業
1,301万円

多世代交流施設
指定管理事業
4,352万円

支出合計
14,218
万円

令和2年度

New！！

※令和２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。

決算
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っと だよりほ

令和３年度西尾張ブロックボランティアフェスティバル開催

対 象 者

利 用 料
貸出期間
手 続 き

車椅子貸出し

協議体勉強会を開催します

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。

数に限りがありますので、お問い合わせのうえお越しください。
ご不明な点がございましたらご相談ください。

日 時
場 所

内 容

●協議体ってなに？
　協議体（きょうぎたい）とは、地域で生活する住民の方々がメンバーと
なって、今自分たちの周りで行われ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話しあうことで、自分たちが暮らすまちの情報を共
有し、支え合って生きていくことができるしくみをみんなで考えていこうと
する取り組みです。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。

●協議体に参加してみませんか？
　協議体は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」「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。

●協議体勉強会を開催します。
　それでも「すでに出来あがっている話し合いの場には参加しにくい」と感じるかもしれません。そこで、
今回初めての方でも参加しやすい「協議体勉強会」を以下の通り開催します。ぜひお気軽にご参加ください。

日　時：10 月 20 日（水）　午後 2 時から午後 3 時 30 分
場　所：蟹江中央公民館１階　研修室
内　容：協議体の基本的な考え方と取り組みについて
問合せ：蟹江町社会福祉協議会　℡0567-96-2940

12 月18日（土）　12:30～ 16:20
名古屋文理大学文化フォーラム
中ホール（稲沢市民会館）
講演会・シンポジウム

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来場は事
前申込制となります。詳細については蟹江町社会福祉
協議会（℡0567-96－2940）へお問い合わせください。

ご寄付ありがとう
ございました（受付順）

20,000 円
お米（玄米）60Kg

23,068 円
生理用品　111袋

549,102 円

4,561 円

・匿名　様
・匿名　様
・匿名　様
・匿名　様
・“小さな善意で大きな愛の輪”募金運動
ピアゴ蟹江店　様

・名古屋ヤクルト販売株式会社　様

令和３年５月26日～令和３年８月17日

今年のテーマ
「心をつなぐボランティア～みんなで考えよう！！今だからこそできること～」

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。
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っと だより

かにえ移動支援ボランティア事業「かにあし」
運転ボランティア募集！

かにまるエコサポーター（ごみ出しボランティア）募集！

勤 務 日
時 間
時 間 給

週3日から
午前9時から午後3時 ※日数・時間は応相談
1,500円 ※賞与・通勤手当あり

　「かにあし」では、運行に際してご協力いただける運転ボランティアを募集しています。移動支援用の車両（トヨ
タ：ノア）を運転し、会員登録された利用者の買い物、通院などの移動を支援していただく活動となります。活動は
月数回、週数時間など少しの時間だけでもご登録いただけます。また、ボランティア登録時に簡単な講習と、年１回
のフォローアップ講習を行い、安全運転のためのバックアップをしていきます。安心して暮らし続けることができる
まちをつくっていくために、ぜひみなさまの力をお貸しください。

●かにまるエコサポーターとは
かにまるエコサポーターとは、地域でごみ出しに困っている方のごみを、その方に代わってごみ集積所まで運ぶお
手伝いをする登録制のボランティア活動です。朝の収集前に利用者のお宅へ伺い、外に置いてあるごみ袋を集積
所まで持っていきます。（一袋につき100円をお支払いします。）

●登録方法
かにまるエコサポーターに登録するためには、「かにまるエコサポーター養成講座」
を受講していただく必要があります。講座では、高齢者・認知症者の心身の特徴や接
し方について、基本的な内容を学びます（約１時間）。講座はみなさまのお住まいの地
域への出張、動画等を利用した個別対応など、ご都合に合わせて開催いたします。
まずはお気軽に以下の連絡先へお問合せください。

●問合せ先
かにえまるごとサポートセンター（蟹江町社会福祉協議会内） ℡0567-31-6346

●運転ボランティア募集条件
①普通免許等の自動車免許をお持ちの方
②医師から自動車の運転を制限されていない方
③運転歴５年以上で、過去３年以内に運転免許停止処分を受けて
いない方

④７０歳未満の方。（ただし、健康状態・実績等を考慮した上で、活
動に対して十分な能力が認められる場合、７５歳まで登録可能）

●問合せ先
蟹江町社会福祉協議会 ℡0567-96-2940

急募 ケアマネジャーさん募集
ケアマネジャー 1 名 ( 臨時職員 ) を募集しています。

応募資格
問 合 せ

介護支援専門員
蟹江町社会福祉協議会
℡0567-96-3736
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「かにまるカフェ」は、「来た
人たちがそれぞれの過ごし
たいように過ごせる場所」を
モットーに、思い思いに過
ごせる場所づくりを行って
います。また、子どもたち
のつどいの場「かにまるキッ
ズひろば」も同時開催するこ
とにより、様々な世代が集
まる居場所として楽しんで
いただけます。

〇足湯でぽかぽか！
朝晩冷え込む季節になってきました。
足湯に浸かることで血行促進や冷え性改善などの効果があります。
健康法の１つとして取り入れてみてはいかがですか。
足湯ご利用時間は午前１０時から午後５時までです。
お散歩の途中や買い物帰りなどにもお立ち寄りください。
　
タオル（１００円）も販売していますので
手ぶらで来ても安心です。

〇マスクを着用してご来館ください。
〇入館時や館内にて手指消毒を行ってください。
〇検温にご協力ください。
〇「密」を防ぐため換気や人数制限を行っています。

〇ご利用にあたって
・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。
・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。
・一度購入された入浴券は返金できません。あらかじめご了承ください。

※感染症の状況によっては、随時対応を変更させ
ていただく場合がございます。その他ご不明な
点は施設までお問合わせください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
臨時休館になる場合があります。

感染症対策にご協力をお願いします

浴室の利用について

「泉人」

せん　　　と

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 43 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合わせください。

泉人のご利用案内

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、プログラムの変更または開催中止になる場合があります。

日　時

かにまるカフェ・泉人
10月 10日（日）10:00 ～ 12:00
11 月 14日（日）10:00 ～ 12:00
12 月 12日（日）10:00 ～ 12:00

多世代交流施設「泉人」（蟹江町大字西之森字海山３２６番地３）

工作、茶話会、手相占い、
オセロ、将棋、麻雀等

100円（小学生以下無料）
蟹江町社会福祉協議会　℡0567-96-2940

無料

10月 10日　スクラッチアート
11月 14日　万華鏡づくり
12月 12日　クリスマス会（ツリーづくり）

てらこや「かにまるキッズひろば」

場　所

内　容

参加費
問合せ

蟹江町多世代交流施設「泉人」

入浴施設を利用できる方 蟹江町民（在勤・在学の方を含む）

かにまるカフェ＆かにまるキッズひろば
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ケアラーズカフェは介護をして
いる方のためのカフェです。
お気軽にお越しください。

10月 7日（木）
11月 4日（木）
12月
（Ｒ４年）1月 6日（木）

カフェ　10：30～ 11：30
カフェ　10：30～ 11：30
お休み
カフェ　10：30～ 11：30

100 円（お茶、お菓子代）
多世代交流施設「泉人」2 階　多目的室 1
（蟹江町大字西之森字海山 326 番地 3）
蟹江町東地域包括支援センター　℡0567-94-3320
蟹江町西地域包括支援センター　℡0567-94-1165

※イベント・教室の内容、時間は変更になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって中止になることが
ありますので、お出かけになる前にお問合わせください。

予約方法 相談したい月の前月１日から電話予約（℡
0567-96-2940）ができます。
※１日が土・日・祝にあたる場合は次の平日から

参加費

日　時

場　所

問合せ

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（℡0567-96-2940）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

場　　所 多世代交流施設「泉人」（１階で受付）

※登記手続上の相談に限られます。

月曜日～金曜日（祝日除く）午前８時 30分～午後５時 15分
午後１時～午後３時（１件あたり 30 分程度）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）

予 約 締 切

相 談 日 20 日（水） 15 日（水）

15 日（金） 10 日（金）

10 月 10 月11 月 12 月 12 月
8 日（金） 12 日（金） 10 日（金）
22 日（金） 26 日（金） 24 日（金）

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

ケアラーズカフェのご案内

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。
●7 月号の答えは「福祉」でした。多数のご応募ありがとうございました。

福 祉
ク イ ズ 盲導犬候補の子犬を家族の一員として迎え、育てる

ボランティアのことを何というか？
①ハッピーウォーカー　②盲導犬ウォーカー　③パピーウォーカー

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

▲切り取って使ってください

4 9 7 0 0 5 2
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。
〈締切〉令和 3年 10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「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。

Q. 

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）

広告
募集中

※広告掲載に関する
　お問合わせは
　℡0567-96-2940 まで

掲載枠

掲載料
配布先
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　100 円グッズも優れた用具がたくさんあって驚
きました。 　　　　　　　　 （サポーターＨ）

　日頃は介護に接する機会がないので、 介護
される方の目線や気持ちが少しはわかったよう
な気がします。 　 　　　　　（サポーターＳ）

　利用する方が便利に使える用品がたくさんあ
り、 介護する人とされる人が気持ち良く過ごせる
様に工夫されていると思いました。

（サポーターＹ）

　最新式ベッド、 車イスなど、 どの器具も使
いやすく、 便利になっていました。 自分のまわり
に利用したい人がいたら進めたいです。

（サポーターＫ）

　年々新しい介護用品が出来ていることを知り、
あらためて今後の生活が楽しく感じます。 サポ
ーターも元気なうちに聞く方が、 心の準備がで
きますね。 　　　 　　　　　（サポーターＩ）

かにまるサポーター交流会の紹介

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！

サポーターの声

※番号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。

E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp かにえ社協https://www.kanie-syakyo.jp/

0567-96-2940
0567-96-3736
0567-31-6346
0567-95-0026

月
◯
◯
◯

電話番号 開所時間火
◯
◯
◯
◯

水
◯
◯
◯
◯

木
◯
◯
◯
◯

金
◯
◯
◯
◯

土

◯

日

◯

祝

◯

8:30-17:15
8:30-17:15
9:00-17:00
10:00-18:00

かにえまるごとサポートセンター

総 務・地 域 福 祉
介護・障がい相談

多 世 代交流施設

  FAX0567-95-7986

多世代交流施設内
子育て支援センター 0567-31-8345 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 10:00-15:00

かにまる通信
かにまるサポーター

制作！

かにえまるごとサポートセンターでは、毎月１回かにまるサポーターが集い、「かにまるサポーター交流会」を開催しています。
８月の交流会では、福祉用具を取り扱っているパナソニックエイジフリーショップあま津島店様にご協力いただき、
介護が必要となる場面や身体の状況について福祉用具から理解を深める「介護勉強会」を行いました。様々な福祉用
具の紹介をいただき、実際に体験も行いました。
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