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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

蟹江町多世代交流施設

蟹江町多世代交流施設内
蟹江西子育て支援
センターにこにこ

0567-31-8345 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 10:00-15:00

蟹江町多世代交流施設内
ファミリーサポート
センターにこにこ

0567-96-8671 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 9:30-15:00

赤い羽根共同募金のご報告
「泉人」かわらばん
ほっとだより
地域包括支援センターからのお知らせ　
かにまる通信
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2 ボランティア探訪

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!!

陸上競技用車いすを初体験
（福祉実践教室）

今月の表紙

No.161
4月号

2022年社会福祉協議会がお届けする“かにえの福祉”

　何度聞いても忘れてしまいます。 機会があったら毎年
救命講習会に参加する様にして、 体に覚えさせていくと
良いと思っています。 勉強になりました。

（サポーターＷ）

　人形とはいえ、 なかなか難しく、 救助す
ることの大変さを知りました。
　「まず１１９番通報してください」と説明があ
りました。 そして「心臓マッサージをしてくださ
い」とのことでした。 　　　 （サポーターＨ） 　久し振りに受けましたが、 とても良かったです。 やら

ないと忘れてしまうし、 新しい情報も得られるので、 機
会があったらまた受けたいと思います。  （サポーターＩ）

　数回講習は受けていますが、毎回初体験のような思いです。
　くり返し練習することが、本番で役立つと思いますが、
わたしに出来るか自信がありません ・ ・ ・ 。 でも今日参
加が出来て良かったです。 参考になりました。

（サポーターＹ）

　実際に心臓マッサージを体験すると、 速い
テンポ（１分間に100～120回）は疲れました。
ＡＥＤの使用手順とのどに餅（異物 ) が詰まっ
たときの対処方法についても知ることができま
した。 対処方法を知ることは重要だと感じま
した。 　　　　　　　　　 （サポーターＳ）

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

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。
１月の交流会では、蟹江町消防
署による「救命講習会」を行いま
した。今回は、緊急時の対応方

法・心肺蘇生術・１１９番通報時の心得や注意事項の説明をして頂き、
その後、人形を使って胸骨圧迫（心臓マッサージ）とＡＥＤの体験を行
いました。

特集

かにまる通信

かにえ社協https://www.kanie-syakyo.jp/E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp
FAX 0567-95-7986

※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。

12 かにえの福祉 2022年4月号



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。
コロナ禍で開催が危ぶまれましたが、対象学年の限定や規模縮小などを行いながら、本年度は３校で実
施することができました（令和４年 1月現在）。参加児童は学年ごとにそれぞれ「点字」「手話」「盲導犬」「車
椅子」を体験しました。

福祉実践教室

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。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。

開催テーマ「心をつなぐボランティア～みん
なで考えよう！！今だからできること～」
令和３年 12月 18日（土）に稲沢市の名古屋
文理大学文化フォーラムにて令和３年度西尾
張ブロックボランティアフェスティバルが開
催されました。
基調講演のほかシンポジウムが行われ、ボ
ランティア活動者がウィズコロナ時代におい
てもボランティア活動を続けていくためにで
きることを考えるよい機会となりました。

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

点字　蟹江小学校６年生手話　学戸小学校５年生

ガイドヘルプ
舟入小学校４年生

盲導犬　舟入小学校４年生車椅子　舟入小学校 3年生

　本会場から蟹江町多世代交流施設「泉人」へライ
ブ中継をつなぎ、パブリックビューイングを同時
開催いたしました。

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。ボランティア活動を拡げたい、
ボランティア活動に参加したいなど、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。
また、ボランティアセンターに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。

ボランティア活動を始めてみませんか？ボランティア活動を始めてみませんか？ボランティアセンター
からのお知らせ

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）
ボランティア活動保険への加入を希望される方は、蟹江町社会福祉協議会までご相談く
ださい。

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！
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
活動保険の
ご案内

「かにあし」は、移動や外出に困難を抱える人たちに対し、地域のボランティアの方々の運転によって
移動・外出の支援を行う活動です。

かにえ移動支援ボランティア事業「かにあし」運行中です！

無料料金

原則平日の午前８時 30分から正午まで利用日時

会員登録後、電話またはスマートフォンアプリでご予約ください利用方法

蟹江町内のみ
※乗降場所は所定の乗降車地点に限られます。ご自宅までの送迎等はできません運行範囲

生活用品や食料品などの買い物、通院、その他社会生活を営む上で必要な場所への移動利用内容

①鍋蓋新田・南、舟入地区に在住の方
②65歳以上で乗降時に介助を必要としない方
③ひとり暮らしまたは日中ひとり暮らし及びそれに準ずる方

利用対象者

鍋蓋新田・南、舟入地区対象地域

★運転ボランティアを募集しています！

探訪ボランティア特集

問合せ先
移動支援ボランティア事業運営委員会事務局（蟹江町社会福祉協議会内）

℡0567－96－2940
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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。
コロナ禍で開催が危ぶまれましたが、対象学年の限定や規模縮小などを行いながら、本年度は３校で実
施することができました（令和４年 1月現在）。参加児童は学年ごとにそれぞれ「点字」「手話」「盲導犬」「車
椅子」を体験しました。

福祉実践教室

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。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。

開催テーマ「心をつなぐボランティア～みん
なで考えよう！！今だからできること～」
令和３年 12月 18日（土）に稲沢市の名古屋
文理大学文化フォーラムにて令和３年度西尾
張ブロックボランティアフェスティバルが開
催されました。
基調講演のほかシンポジウムが行われ、ボ
ランティア活動者がウィズコロナ時代におい
てもボランティア活動を続けていくためにで
きることを考えるよい機会となりました。

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

点字　蟹江小学校６年生手話　学戸小学校５年生

ガイドヘルプ
舟入小学校４年生

盲導犬　舟入小学校４年生車椅子　舟入小学校 3年生

　本会場から蟹江町多世代交流施設「泉人」へライ
ブ中継をつなぎ、パブリックビューイングを同時
開催いたしました。

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。ボランティア活動を拡げたい、
ボランティア活動に参加したいなど、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。
また、ボランティアセンターに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。

ボランティア活動を始めてみませんか？ボランティア活動を始めてみませんか？ボランティアセンター
からのお知らせ

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）
ボランティア活動保険への加入を希望される方は、蟹江町社会福祉協議会までご相談く
ださい。

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！
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
活動保険の
ご案内

「かにあし」は、移動や外出に困難を抱える人たちに対し、地域のボランティアの方々の運転によって
移動・外出の支援を行う活動です。

かにえ移動支援ボランティア事業「かにあし」運行中です！

無料料金

原則平日の午前８時 30分から正午まで利用日時

会員登録後、電話またはスマートフォンアプリでご予約ください利用方法

蟹江町内のみ
※乗降場所は所定の乗降車地点に限られます。ご自宅までの送迎等はできません運行範囲

生活用品や食料品などの買い物、通院、その他社会生活を営む上で必要な場所への移動利用内容

①鍋蓋新田・南、舟入地区に在住の方
②65歳以上で乗降時に介助を必要としない方
③ひとり暮らしまたは日中ひとり暮らし及びそれに準ずる方

利用対象者

鍋蓋新田・南、舟入地区対象地域

★運転ボランティアを募集しています！

探訪ボランティア特集

問合せ先
移動支援ボランティア事業運営委員会事務局（蟹江町社会福祉協議会内）

℡0567－96－2940
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愛知県知事感謝状
民生委員・児童委員 20年以上　　鈴木　百合子さん（舟入一丁目）
民生委員・児童委員 15年以上　　阿部　由美子さん（富吉一丁目）
民生委員・児童委員 10年以上　　岡村　あつえさん（大字西之森）
民生委員・児童委員 10年以上　　長瀨　未代子さん（富吉四丁目）

　　　　　㈱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
　　　　　㈲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
　　　　　喰いしん坊
　　　　　們偲
　　　　　泉人

　　　　　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
　　　　　祭人
　　　　　蟹江町観光協会
　　　　　菜も屋

　　　　　㈱丸八

　　　　　みなと医療生協かにえ診療所
　　　　　街の駅
　　　　　倭いち
　　　　　極楽居酒屋昭和食堂蟹江店
　　　　　欧香
　　　　　吉田麺業蟹江店

　　　　　みかく堂
　　　　　㈱ヴァンドゥルポ
　　　　　洋食や　ピオニ

　　　　　㈱赤ちゃんデパート水谷
　　　　　蟹江富吉郵便局
　　　　　カニエボウル
　　　　　ニッキーベア本店
　　　　　まんが喫茶すみれ
　　　　　喫茶店　道
　　　　　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 ㈱
　　　　　メガネーゼ蟹江店

　　　　　アドニス
　　　　　活魚料理　浜舟
　　　　　蟹江町役場　
　　　　　喫茶　鳩

　　　　　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
　　　　　懐石料理　丸河　
　　　　　かにえカメラ
　　　　　蟹江時計店　
　　　　　㈱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
　　　　　ガーデンカフェサンフルーリ
　　　　　中京製パン㈱
　　　　　ファッションギャラリーツノダ
　　　　　弁慶
　　　　　㈲スマイル
　　　　　㈲三井シャトレーゼ蟹江店
　　　　　風鈴坊
　　　　　ワコー美容室
　　　　　和食処　髙さか
　　　　　㈱櫻井ホールディングス
　　　　　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

卓上寄付箱設置店をご紹介します！！
   「福祉　 応援シール」・「福祉基金」・「共同募金」の卓上寄付箱設置店の皆さまありがとうござい
ます。
　 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
内外 70 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。　
なお、新しく設置していただけるお店等がありましたら蟹江町社会福祉協議会までご連絡ください。

♡愛
♡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

須西学区

町外

学戸学区

愛知県社会福祉協議会会長感謝状
民生委員・児童委員６年以上　　　志治　義行さん（学戸四丁目）
民生委員・児童委員６年以上　　　黒田　敬さん（大字新千秋）
民生委員・児童委員６年以上　　　木村　美香さん（大字須成）
社会福祉事業の進展に寄与した者　藤丸親子いきいきサロン様
　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあいライブラリー北之町様

愛知県社会福祉協議会会長表彰
民生委員・児童委員 15年以上　　水本　清志さん（本町五丁目）
社会福祉施設・団体役職員　　　　黒田　一人
　　　　　　　　　　　　　　　　（蟹江町社会福祉協議会職員・敬称略）

すず き　　　ゆ　り　こ

なが せ　　　み　よ　こ

みずもと　　きよ し

くろ だ　　  かず と

くろ だ　　  けい

き むら　　  み　か

ふじまる おやこ

きたのちょう

し　じ　　  よしゆき

あ　べ　　　ゆ　み　こ

おかむら

掲載枠

掲載料

配布先

１枠　縦 55㎜×横 85㎜

蟹江町全世帯
（約 16,600 世帯）
および関係事業所
（約 400か所）

年４回　20,000 円～

※広告掲載に関する
お問合せは

℡0567-96-2940まで

広告募集中

株式会社加藤建設　様 ·····金 70,000 円
蟹江町医師会　様 ···········金 100,000 円

令和４年 1月 31日現在区分別実績

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

3,241,248 円
1,476,500 円
164,596 円
173,137 円
684,372 円
284,153 円
6,024,006 円

0円
0円

30,000 円
0円
0円
0円

30,000 円

3,241,248 円
1,476,500 円
134,596 円
173,137 円
684,372 円
284,153 円
5,994,006 円

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

募金の説明合　計歳末募金一般募金区　分

▲街頭募金の様子
　（感染症対策を行いながら実施しました）

ご協力いただいた法人（事業所）一覧（敬称略、順不同）

令和3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 75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 602万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％が蟹江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。

松屋㈱
㈱ヨコエ
㈲小川建設
㈱ヤオキスーパー
柴田燃料店
㈱若菜
㈲宇佐美手袋
㈱セノオ
RUCCI（ルッチ）
ガーデンカフェサンフルーリ
支留比亜珈琲店蟹江店
福祥
竹内歯科医院
トヨタモビリティ中京㈱
（医）デンタルクリニック服部
中島正博事務所
こりとーる蟹江本店㈱穂香
㈲スマイル
㈱レクスト
まるい
㈱加賀悦商店
㈱CROSS-NET WORKS
佛兵佛壇店
㈲元海
㈲立木
㈱成菱自動車
㈲三井シャトレーゼ蟹江店
㈱佐治新聞舗
内川司法書士事務所
㈲杉庄
㈱中京銀行蟹江支店
㈲右大臣
庄屋
㈱ツノダ
㈲丸河
中京製パン㈱
㈲フジカン
石塚生花店
かにえカメラ
都屋㈲
㈱櫻井ホールディングス
治水園
カフェスワティ

甘強酒造㈱
高博事務所
海部建設㈱
いとり呉服店
近藤ホールディングス㈱
㈱アンレット
あいち海部農業協同組合蟹江支店
鈴木食品㈲
山田幸敏税理士事務所
健針堂釣具店
尾関紙器製作所
ねこぐるま
㈲三沢工業
㈲髙さか
㈲黒川時計舗
㈱岩間電機製作所
NPO法人介護研究会笑
㈱ナビハウス
㈱アキタ
横江組㈱
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
吉祥
㈱蟹江佐藤牛乳店
なまずや
いちい信用金庫蟹江支店
㈱丸三運輸
みなと医療生活協同組合かにえ診療所
㈲安藤鉄工所
㈲ステキ化工研究所
㈲米柳

㈱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
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
㈲幸商事 (洋食やピオニ )
近藤機械製作所㈱
㈲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㈱
（名）山田木工所
㈲バンノウ興産
富吉運輸㈱
㈲寿屋富吉
八形工業㈱
桑名三重信用金庫蟹江支店
カニエ水道㈲
㈱赤ちゃんデパート水谷
山田自動車
㈱日光鋳工場
㈱近藤熔接
佐藤工業所
㈲コハラゴム
㈲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
㈲大誠産業
正易設計
森吉通運㈱
BODY SHOP ABIRU
博多ラーメン本丸亭
みどり動物病院
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
㈱いさじ代理店
カニエ JAPAN㈱
㈱加藤建設

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
アートエース㈱

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
六三 蟹江店
㈱マルサン
㈲ポンレヴェック
桂喜
タカイエンタープライズ㈱
山口会計事務所
浜舟
㈱マリノ蟹江店
カニエ動物クリニック
Serect shop Roly Poly
セブン - イレブン蟹江町源氏店
宇佐美自転車商会
㈲岩崎電気商会
湯元館
大源
㈱黒川
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
カニエスポーツ
㈲中日樋口新聞舗
㈲古橋工芸
美容室OZZ
㈲古宮清掃
㈲パリジャン
㈱鬼頭石油
司雀
野菜ソムリエ認定店 活粋食堂
ダスキン蟹江
岩瀬工芸
杉本直樹税理士事務所
㈲河野鈑金

㈱柴正
（医）瑞頌会尾張温泉かにえ病院
白倉会計事務所
平野税理士事務所
ダイナパック㈱蟹江事業所
㈱ホリキタ電工
㈲三共建設
戸谷硝子住建㈱
㈱戸谷組
東放企業㈱
㈲後藤石油

㈱東亜鐡工商事
㈱飯田製作所
㈲本城
フミン化工㈱
㈱三星電機製作所
㈲藤吉金型
後藤樹脂工業所
山田酒造㈱
寺西ライスセンター
菜も屋
加里部亭
味彩もへの
㈱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
㈱開健精器
吉田鉄工㈱
ミキ（Beautysalon MIKI）
㈱西山電気
㈱オフィステラ
小澤金属工業㈱
行政書士飯田法務事務所
第一貨物㈱名古屋西支店
㈱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
加藤軽金属工業㈱
㈱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㈱
ゴトー工務店
㈱オクムラ
㈲渋江商店
鍋清グローリー㈱
㈲カニエ製菓
愛豊工業㈱
ＣＢＣテレビ
㈱成田タイヤ
タカヤマ産業㈱
大橋接骨院
税理士法人中央会計
（医）維仁会　蟹江ゆう歯科
㈲成電舎
㈱ヘイセイ
㈱義津屋 JR蟹江駅前店

㈱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
㈲シーエスプラス
㈱丸八
㈱ワンズバディ
㈱河村産業所
大藤建設㈱
調和工業㈱

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区

須西学区

町外

大口のご寄付をいただいた方への感謝状を送りました。

蟹江町民生委員児童委員協議会　様　金 130,000 円
蟹江町長寿会連合会　様 ···················金 118,000 円

大口寄付者【法人・団体の部 (7 万以上～ 60 万未満 )】
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愛知県知事感謝状
民生委員・児童委員 20年以上　　鈴木　百合子さん（舟入一丁目）
民生委員・児童委員 15年以上　　阿部　由美子さん（富吉一丁目）
民生委員・児童委員 10年以上　　岡村　あつえさん（大字西之森）
民生委員・児童委員 10年以上　　長瀨　未代子さん（富吉四丁目）

　　　　　㈱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
　　　　　㈲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
　　　　　喰いしん坊
　　　　　們偲
　　　　　泉人

　　　　　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
　　　　　祭人
　　　　　蟹江町観光協会
　　　　　菜も屋

　　　　　㈱丸八

　　　　　みなと医療生協かにえ診療所
　　　　　街の駅
　　　　　倭いち
　　　　　極楽居酒屋昭和食堂蟹江店
　　　　　欧香
　　　　　吉田麺業蟹江店

　　　　　みかく堂
　　　　　㈱ヴァンドゥルポ
　　　　　洋食や　ピオニ

　　　　　㈱赤ちゃんデパート水谷
　　　　　蟹江富吉郵便局
　　　　　カニエボウル
　　　　　ニッキーベア本店
　　　　　まんが喫茶すみれ
　　　　　喫茶店　道
　　　　　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 ㈱
　　　　　メガネーゼ蟹江店

　　　　　アドニス
　　　　　活魚料理　浜舟
　　　　　蟹江町役場　
　　　　　喫茶　鳩

　　　　　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
　　　　　懐石料理　丸河　
　　　　　かにえカメラ
　　　　　蟹江時計店　
　　　　　㈱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
　　　　　ガーデンカフェサンフルーリ
　　　　　中京製パン㈱
　　　　　ファッションギャラリーツノダ
　　　　　弁慶
　　　　　㈲スマイル
　　　　　㈲三井シャトレーゼ蟹江店
　　　　　風鈴坊
　　　　　ワコー美容室
　　　　　和食処　髙さか
　　　　　㈱櫻井ホールディングス
　　　　　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

卓上寄付箱設置店をご紹介します！！
   「福祉　 応援シール」・「福祉基金」・「共同募金」の卓上寄付箱設置店の皆さまありがとうござい
ます。
　 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
内外 70 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。　
なお、新しく設置していただけるお店等がありましたら蟹江町社会福祉協議会までご連絡ください。

♡愛
♡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

須西学区

町外

学戸学区

愛知県社会福祉協議会会長感謝状
民生委員・児童委員６年以上　　　志治　義行さん（学戸四丁目）
民生委員・児童委員６年以上　　　黒田　敬さん（大字新千秋）
民生委員・児童委員６年以上　　　木村　美香さん（大字須成）
社会福祉事業の進展に寄与した者　藤丸親子いきいきサロン様
　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあいライブラリー北之町様

愛知県社会福祉協議会会長表彰
民生委員・児童委員 15年以上　　水本　清志さん（本町五丁目）
社会福祉施設・団体役職員　　　　黒田　一人
　　　　　　　　　　　　　　　　（蟹江町社会福祉協議会職員・敬称略）

すず き　　　ゆ　り　こ

なが せ　　　み　よ　こ

みずもと　　きよ し

くろ だ　　  かず と

くろ だ　　  けい

き むら　　  み　か

ふじまる おやこ

きたのちょう

し　じ　　  よしゆき

あ　べ　　　ゆ　み　こ

おかむら

掲載枠

掲載料

配布先

１枠　縦 55㎜×横 85㎜

蟹江町全世帯
（約 16,600 世帯）
および関係事業所
（約 400か所）

年４回　20,000 円～

※広告掲載に関する
お問合せは

℡0567-96-2940まで

広告募集中

株式会社加藤建設　様 ·····金 70,000 円
蟹江町医師会　様 ···········金 100,000 円

令和４年 1月 31日現在区分別実績

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

3,241,248 円
1,476,500 円
164,596 円
173,137 円
684,372 円
284,153 円
6,024,006 円

0円
0円

30,000 円
0円
0円
0円

30,000 円

3,241,248 円
1,476,500 円
134,596 円
173,137 円
684,372 円
284,153 円
5,994,006 円

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

募金の説明合　計歳末募金一般募金区　分

▲街頭募金の様子
　（感染症対策を行いながら実施しました）

ご協力いただいた法人（事業所）一覧（敬称略、順不同）

令和3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 75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 602万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％が蟹江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。

松屋㈱
㈱ヨコエ
㈲小川建設
㈱ヤオキスーパー
柴田燃料店
㈱若菜
㈲宇佐美手袋
㈱セノオ
RUCCI（ルッチ）
ガーデンカフェサンフルーリ
支留比亜珈琲店蟹江店
福祥
竹内歯科医院
トヨタモビリティ中京㈱
（医）デンタルクリニック服部
中島正博事務所
こりとーる蟹江本店㈱穂香
㈲スマイル
㈱レクスト
まるい
㈱加賀悦商店
㈱CROSS-NET WORKS
佛兵佛壇店
㈲元海
㈲立木
㈱成菱自動車
㈲三井シャトレーゼ蟹江店
㈱佐治新聞舗
内川司法書士事務所
㈲杉庄
㈱中京銀行蟹江支店
㈲右大臣
庄屋
㈱ツノダ
㈲丸河
中京製パン㈱
㈲フジカン
石塚生花店
かにえカメラ
都屋㈲
㈱櫻井ホールディングス
治水園
カフェスワティ

甘強酒造㈱
高博事務所
海部建設㈱
いとり呉服店
近藤ホールディングス㈱
㈱アンレット
あいち海部農業協同組合蟹江支店
鈴木食品㈲
山田幸敏税理士事務所
健針堂釣具店
尾関紙器製作所
ねこぐるま
㈲三沢工業
㈲髙さか
㈲黒川時計舗
㈱岩間電機製作所
NPO法人介護研究会笑
㈱ナビハウス
㈱アキタ
横江組㈱
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
吉祥
㈱蟹江佐藤牛乳店
なまずや
いちい信用金庫蟹江支店
㈱丸三運輸
みなと医療生活協同組合かにえ診療所
㈲安藤鉄工所
㈲ステキ化工研究所
㈲米柳

㈱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
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
㈲幸商事 (洋食やピオニ )
近藤機械製作所㈱
㈲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㈱
（名）山田木工所
㈲バンノウ興産
富吉運輸㈱
㈲寿屋富吉
八形工業㈱
桑名三重信用金庫蟹江支店
カニエ水道㈲
㈱赤ちゃんデパート水谷
山田自動車
㈱日光鋳工場
㈱近藤熔接
佐藤工業所
㈲コハラゴム
㈲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
㈲大誠産業
正易設計
森吉通運㈱
BODY SHOP ABIRU
博多ラーメン本丸亭
みどり動物病院
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
㈱いさじ代理店
カニエ JAPAN㈱
㈱加藤建設

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
アートエース㈱

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
六三 蟹江店
㈱マルサン
㈲ポンレヴェック
桂喜
タカイエンタープライズ㈱
山口会計事務所
浜舟
㈱マリノ蟹江店
カニエ動物クリニック
Serect shop Roly Poly
セブン - イレブン蟹江町源氏店
宇佐美自転車商会
㈲岩崎電気商会
湯元館
大源
㈱黒川
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
カニエスポーツ
㈲中日樋口新聞舗
㈲古橋工芸
美容室OZZ
㈲古宮清掃
㈲パリジャン
㈱鬼頭石油
司雀
野菜ソムリエ認定店 活粋食堂
ダスキン蟹江
岩瀬工芸
杉本直樹税理士事務所
㈲河野鈑金

㈱柴正
（医）瑞頌会尾張温泉かにえ病院
白倉会計事務所
平野税理士事務所
ダイナパック㈱蟹江事業所
㈱ホリキタ電工
㈲三共建設
戸谷硝子住建㈱
㈱戸谷組
東放企業㈱
㈲後藤石油

㈱東亜鐡工商事
㈱飯田製作所
㈲本城
フミン化工㈱
㈱三星電機製作所
㈲藤吉金型
後藤樹脂工業所
山田酒造㈱
寺西ライスセンター
菜も屋
加里部亭
味彩もへの
㈱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
㈱開健精器
吉田鉄工㈱
ミキ（Beautysalon MIKI）
㈱西山電気
㈱オフィステラ
小澤金属工業㈱
行政書士飯田法務事務所
第一貨物㈱名古屋西支店
㈱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
加藤軽金属工業㈱
㈱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㈱
ゴトー工務店
㈱オクムラ
㈲渋江商店
鍋清グローリー㈱
㈲カニエ製菓
愛豊工業㈱
ＣＢＣテレビ
㈱成田タイヤ
タカヤマ産業㈱
大橋接骨院
税理士法人中央会計
（医）維仁会　蟹江ゆう歯科
㈲成電舎
㈱ヘイセイ
㈱義津屋 JR蟹江駅前店

㈱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
㈲シーエスプラス
㈱丸八
㈱ワンズバディ
㈱河村産業所
大藤建設㈱
調和工業㈱

蟹江学区

舟入学区

新蟹江学区

学戸学区

須西学区

町外

大口のご寄付をいただいた方への感謝状を送りました。

蟹江町民生委員児童委員協議会　様　金 130,000 円
蟹江町長寿会連合会　様 ···················金 118,000 円

大口寄付者【法人・団体の部 (7 万以上～ 60 万未満 )】
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 かけ湯で入浴前の準備をしましょう
 < かけ湯はなぜするの？ >
○衛生的理由 …… 体についている汚れを洗い流す
○体を慣らす …… 徐々に体を温めて、急激な血圧

変化を防ぐ
○かけ湯の方法 … 心臓に遠い足や手からかける
入浴前の水分補給や水で濡らしたタオルを頭にのせるなどの、のぼせ対策も行いながら、温
泉をお楽しみください。
※湯船にタオルは入れないでください。

「泉人」

せん　　　と

蟹江町多世代交流施設「泉人」
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

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 蟹江町多世代交流施設（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
そ の 他 相談を利用することができる回数は、お一人あたり、一年度ごとに 2回までとさせていただきます

午後１時～３時（１件あたり３０分程度）相談時間

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

4 月
8 日（金）
22 日（金）

13 日（金）
27 日（金）

10 日（金）
24 日（金）

5 月 6 月
20 日（水）
15 日（金）

15 日（水）
10 日（金）

4 月 6 月

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

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。
1 月号の答えは「ピクトグラム」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 赤い羽根共同募金のマスコットキャラクター（右図）

「〇ちゃんと希望くん」。〇に入る名前はなんでしょう？
　ヒント：「笑顔」4月号の中にいるよ。探してみてね！

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 )・２名
様にクリアファイル・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〉4月 28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。

Q. 

無料 日常生活でお困りのことはありませんか？

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）
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せください。

泉人のご利用案内

○必ずマスクを着用してご来館ください。
○入館時や館内にて手指消毒を行ってください。
○ご自宅での検温実施及び体調確認を行ったうえでご
来館ください。
○「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。

施設をご利用のみなさまへ
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
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
認知症サポーター
養成講座のお知らせ

「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。かにま
るカフェは、大人も子ども一緒に取り組める活動を
通して、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。

蟹江町では、認知症になっても誰も
が安心して暮らせるまちづくりを目指
して、認知症を正しく理解し、認知症
の方やその家族を支援するための講座
を実施しています。
●日　時：第 1 回 5/26（木）14：00 ～ 15：30

第 2 回 7/28（木）14：00 ～ 15：30
　　　　　　　　（両日、申し込み可）
●場　所：蟹江町多世代交流施設「泉人」3 階多目的室 2
●対　象：蟹江町在住、在勤の方
●定　員：10 名※お申込みは定員になり次第終了
●申込み：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

※認知症サポーター養成講座を受講済みの方は、8/25
に予定しております『認知症サポーターステップアッ
プ講座』が受講できます。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
　開催中止になる場合があります。

★当日体温が 37.0 度以上の方、体調不良の方は
参加をお控えください。
★当日はマスクの着用をお願いいたします。

日　時 毎月第２日曜日　10:00 ～ 12:00
蟹江町多世代交流施設「泉人」（西之森字海山 326番地 3）

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

場　所

内　容

参加費
問合せ

かにまるカフェ・泉人

工作、体操、茶話会、手相占い、オセロ、将
棋、麻雀など
※工作の内容は毎月変わります。子どもを対象とした
特別企画等もあります。詳しくは社会福祉協議会設
置のちらしまたはホームページをご覧ください。
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 かけ湯で入浴前の準備をしましょう
 < かけ湯はなぜするの？ >
○衛生的理由 …… 体についている汚れを洗い流す
○体を慣らす …… 徐々に体を温めて、急激な血圧

変化を防ぐ
○かけ湯の方法 … 心臓に遠い足や手からかける
入浴前の水分補給や水で濡らしたタオルを頭にのせるなどの、のぼせ対策も行いながら、温
泉をお楽しみください。
※湯船にタオルは入れないでください。

「泉人」

せん　　　と

蟹江町多世代交流施設「泉人」
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

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 蟹江町多世代交流施設（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
そ の 他 相談を利用することができる回数は、お一人あたり、一年度ごとに 2回までとさせていただきます

午後１時～３時（１件あたり３０分程度）相談時間

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

4 月
8 日（金）
22 日（金）

13 日（金）
27 日（金）

10 日（金）
24 日（金）

5 月 6 月
20 日（水）
15 日（金）

15 日（水）
10 日（金）

4 月 6 月

弁護士が
対応します

司法書士が
対応します

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。
1 月号の答えは「ピクトグラム」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 赤い羽根共同募金のマスコットキャラクター（右図）

「〇ちゃんと希望くん」。〇に入る名前はなんでしょう？
　ヒント：「笑顔」4月号の中にいるよ。探してみてね！

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 )・２名
様にクリアファイル・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〉4月 28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。

Q. 

無料 日常生活でお困りのことはありませんか？

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）
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せください。

泉人のご利用案内

○必ずマスクを着用してご来館ください。
○入館時や館内にて手指消毒を行ってください。
○ご自宅での検温実施及び体調確認を行ったうえでご
来館ください。
○「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。

施設をご利用のみなさまへ
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
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
認知症サポーター
養成講座のお知らせ

「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。かにま
るカフェは、大人も子ども一緒に取り組める活動を
通して、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。

蟹江町では、認知症になっても誰も
が安心して暮らせるまちづくりを目指
して、認知症を正しく理解し、認知症
の方やその家族を支援するための講座
を実施しています。
●日　時：第 1 回 5/26（木）14：00 ～ 15：30

第 2 回 7/28（木）14：00 ～ 15：30
　　　　　　　　（両日、申し込み可）
●場　所：蟹江町多世代交流施設「泉人」3 階多目的室 2
●対　象：蟹江町在住、在勤の方
●定　員：10 名※お申込みは定員になり次第終了
●申込み：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

※認知症サポーター養成講座を受講済みの方は、8/25
に予定しております『認知症サポーターステップアッ
プ講座』が受講できます。

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、
　開催中止になる場合があります。

★当日体温が 37.0 度以上の方、体調不良の方は
参加をお控えください。
★当日はマスクの着用をお願いいたします。

日　時 毎月第２日曜日　10:00 ～ 12:00
蟹江町多世代交流施設「泉人」（西之森字海山 326番地 3）

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

場　所

内　容

参加費
問合せ

かにまるカフェ・泉人

工作、体操、茶話会、手相占い、オセロ、将
棋、麻雀など
※工作の内容は毎月変わります。子どもを対象とした
特別企画等もあります。詳しくは社会福祉協議会設
置のちらしまたはホームページをご覧ください。
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○○○株式会社

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

営業部
鈴 木　太 郎

だよりっと ほ

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！

蟹江町社会福祉協議会広報紙「笑顔」の表紙写真を募集します

日常生活自立支援事業　あなたの 暮らしの 安心のために

車椅子貸出し

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。

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。

　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

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。
【助成金額】年額 30,000 円（年度途中の場合は月額 2,500 円）

❶ 仲間づくり・居場所づくり　　　　　  ❷ 近所とのつながりづくり
❸ 悩みや困りごとなどの話し合い　　　  ❹ 情報交換、情報提供、情報共有
❺ 参加者同士による見守り・支え合い    ❻ 介護予防、認知症予防
❼ 孤立・閉じこもり防止　など

蟹江町社会福祉協議会では年４回発行する広報紙「笑顔」の表紙写真を募集しています。住民のみなさまが撮影した「生活の
中のしあわせ」をぜひお寄せください。

●作品テーマ「生活の中のしあわせ」
●掲載号　　蟹江町社会福祉協議会広報紙「笑顔」令和４年７月号、10月号及び令和５年１月号
●応募期間　①令和４年７月号分　　令和４年４月28日（木）まで

②令和４年 10月号分  令和４年７月29日（金）まで
③令和５年１月号分　　令和４年 10月31日（月）まで

●応募資格　蟹江町在住または在勤の方（プロ・アマ・個人・グループは問いません）
※未成年者の場合、保護者の同意を取ってください。

●応募方法　任意の様式に応募者の氏名、住所、電話番号、撮影年月日、撮影場所、掲載時の氏名記載の可否を記載の
上、写真データとともに蟹江町社会福祉協議会へ提出してください。

【送付または持参】写真データを外部記憶媒体（CD-Rなど）に収めて、上記事項を記載した書類とともに提出してください。
【電子メール】メール文面に上記事項を記載の上、写真データを添付して送信してください。
●応募特典　作品採用者にはクオカード（1,000 円）を、また応募いただいた方全員に福祉 愛 応援シールを進呈いたします。
●応募先・問合せ
　蟹江町社会福祉協議会
　℡0567-96-2940  E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp
※詳しい応募規定・注意事項は蟹江町社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。

判断能力に不安のある高齢者や障がい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くるけど、どう手続きしたらいいかわからない方
●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。

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですので、
蟹江町社会福祉協議会℡0567-96-2940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。）

社協会費募集
しゃ きょう

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

また、「蟹江町高齢者ふれあいサロン支援事業」による補助金受付窓口も蟹江町社会福祉協議会になります。
サロン運営のための補助金の交付を希望される場合は、蟹江町社会福祉協議会へご相談ください。

　登録ヘルパーさん募集

かにえの福祉 愛 応援シール

時給体制

募集条件

蟹江町社会福祉協議会　℡0567-96-3736
問合せ

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。

※(　　)内は新規雇用から３か月間の時給です
年次有給休暇・賞与あり(勤務日数・時間による)
　休日手当・早朝手当・深夜手当あり！

身体介護　時給1,430円　(1,390円)
生活援助　時給1,100円　(1,060円)

対象者

対象者

利用料 貸出期間

手続き

「笑顔」があります。

町広報紙「まちから」・
町議会広報紙「かにえの議会」・
社協広報紙「笑顔」があります。

点訳版

音訳版

※数に限りがありますので、お問合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。

申請者もしくは利用される方の
身分証明証【町在住とわかるもの
（例えば、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。

１か月以内無料

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。

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。

 サロンにはこんな効果があります。

「福祉 愛 応援シール」の活用例

ご案内・ご請求に

広報の「音訳版」「点訳版」利用しませんか？

福祉　 もっと応援シール
(お好みの場所に)

愛

１日1～2時間や
週1日の勤務でも可能です。
お仕事は親切・丁寧に
お教えします。

お気軽にご連絡下さい。

生活支援員募集

利用者 1人あたり
1時間程度の勤務になります
詳細はお問合せください。
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○○○株式会社

○○○○○○○○○
○○○○○○○○○

営業部
鈴 木　太 郎

だよりっと ほ

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！

蟹江町社会福祉協議会広報紙「笑顔」の表紙写真を募集します

日常生活自立支援事業　あなたの 暮らしの 安心のために

車椅子貸出し

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。

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。

　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

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。
【助成金額】年額 30,000 円（年度途中の場合は月額 2,500 円）

❶ 仲間づくり・居場所づくり　　　　　  ❷ 近所とのつながりづくり
❸ 悩みや困りごとなどの話し合い　　　  ❹ 情報交換、情報提供、情報共有
❺ 参加者同士による見守り・支え合い    ❻ 介護予防、認知症予防
❼ 孤立・閉じこもり防止　など

蟹江町社会福祉協議会では年４回発行する広報紙「笑顔」の表紙写真を募集しています。住民のみなさまが撮影した「生活の
中のしあわせ」をぜひお寄せください。

●作品テーマ「生活の中のしあわせ」
●掲載号　　蟹江町社会福祉協議会広報紙「笑顔」令和４年７月号、10月号及び令和５年１月号
●応募期間　①令和４年７月号分　　令和４年４月28日（木）まで

②令和４年 10月号分  令和４年７月29日（金）まで
③令和５年１月号分　　令和４年 10月31日（月）まで

●応募資格　蟹江町在住または在勤の方（プロ・アマ・個人・グループは問いません）
※未成年者の場合、保護者の同意を取ってください。

●応募方法　任意の様式に応募者の氏名、住所、電話番号、撮影年月日、撮影場所、掲載時の氏名記載の可否を記載の
上、写真データとともに蟹江町社会福祉協議会へ提出してください。

【送付または持参】写真データを外部記憶媒体（CD-Rなど）に収めて、上記事項を記載した書類とともに提出してください。
【電子メール】メール文面に上記事項を記載の上、写真データを添付して送信してください。
●応募特典　作品採用者にはクオカード（1,000 円）を、また応募いただいた方全員に福祉 愛 応援シールを進呈いたします。
●応募先・問合せ
　蟹江町社会福祉協議会
　℡0567-96-2940  E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp
※詳しい応募規定・注意事項は蟹江町社会福祉協議会ホームページをご覧いただくか、お電話にてお問合せください。

判断能力に不安のある高齢者や障がい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くるけど、どう手続きしたらいいかわからない方
●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。

相談や支援計画の作成にかかる費用は無料ですので、
蟹江町社会福祉協議会℡0567-96-2940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。）

社協会費募集
しゃ きょう

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

また、「蟹江町高齢者ふれあいサロン支援事業」による補助金受付窓口も蟹江町社会福祉協議会になります。
サロン運営のための補助金の交付を希望される場合は、蟹江町社会福祉協議会へご相談ください。

　登録ヘルパーさん募集

かにえの福祉 愛 応援シール

時給体制

募集条件

蟹江町社会福祉協議会　℡0567-96-3736
問合せ

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。

※(　　)内は新規雇用から３か月間の時給です
年次有給休暇・賞与あり(勤務日数・時間による)
　休日手当・早朝手当・深夜手当あり！

身体介護　時給1,430円　(1,390円)
生活援助　時給1,100円　(1,060円)

対象者

対象者

利用料 貸出期間

手続き

「笑顔」があります。

町広報紙「まちから」・
町議会広報紙「かにえの議会」・
社協広報紙「笑顔」があります。

点訳版

音訳版

※数に限りがありますので、お問合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。

申請者もしくは利用される方の
身分証明証【町在住とわかるもの
（例えば、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。

１か月以内無料

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。

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。

 サロンにはこんな効果があります。

「福祉 愛 応援シール」の活用例

ご案内・ご請求に

広報の「音訳版」「点訳版」利用しませんか？

福祉　 もっと応援シール
(お好みの場所に)

愛

１日1～2時間や
週1日の勤務でも可能です。
お仕事は親切・丁寧に
お教えします。

お気軽にご連絡下さい。

生活支援員募集

利用者 1人あたり
1時間程度の勤務になります
詳細はお問合せください。
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ご寄付ありがとうございました

配食サービス

ふれあいバス旅行

長寿会会員募集！

会食会

友愛訪問

”ありがとう”メッセージ
令和３年 11月10日～令和４年２月３日
匿名　　　　様……26,739 円
水野　春男　様 …100,000 円
匿名　　　　様……10,000 円

（受付順）

愛知県共同募金会を通じて日本労働組合総連合会愛
知県連合会様より寄付を頂き車両を購入しました。
寄付者の皆様、ありがとうございました。

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。

ケアラーズカフェのご案内
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。お気軽にお越し下さい。

★当日体温が 37.0 度以上の方、
体調不良の方は参加をお控えください。

★当日はマスクの着用をお願いいたします。

R4 年 4/7　  カフェ　　　  9/1　  カフェ　　　R5 年 1/12　カフェ　

　　　5/12　教　室　　　10/6     カフェ　　　　　　2/2    イベント

　　　6/2　  カフェ　　　11/10　カフェ　　　　　　3/2　  カフェ

　　　7/7　  教　室　　　11/24　イベント

　　　8 月　  お休み　　　12 月　  お休み　　　

チームオレンジ
『かに組』 畑、増えました。畑、増えました。はたけ

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問合せ

チームオレンジ『かに組』（チーかに）は、認知症の人も、そのご家族も、認知症サ
ポーターも、地域住民の方も、どなたでも参加でき、一緒に楽しんで活動するチー
ムです。
『チーかに』では、この度、蟹江南クリーンセンター横の畑に続き、城地区に 2 つ
目の畑作りをはじめました。ちょっと時間のある時に、草むしり出来る、水まきし
てもいいよ、など、ほんの少しの手助け出来る方、大歓迎です。チーかにメンバー
になって、一緒に楽しく活動しませんか？小さいお子様連れのママさんも大歓迎！
　興味のある方、参加をお待ちしています。

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、蟹江町社会福祉協議会℡0567-96-2940へ

午前９時３０分～正午

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）

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。

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

お弁当の配達は、安否確認のため、おひとり、おひとり、
手渡しで配達しております

※令和４年度より給食業者が１社増えます。

問合せ

対象者

入会資格

対 象 者

対象者

対象者

実施日

時間帯

利用料

会　場
交　通

利用料
訪問日

実 施 日
行 き 先
参 加 費

利用料
（弁当代）

実施日

配達時間

申込み

　おひとり3,000 円（予定）
　未定
　６月頃予定

65歳以上のひとり暮らしの方
本会が把握している対象の方には個別にお知らせします。

一緒にお出掛けしませんか

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（蟹江町社会福祉協議会内℡0567-96-2940）まで。

町内に住むおおむね60歳以上の方ならどなたでも。
活動内容は各クラブによって異なります。

●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）

●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）

いきいき楽しく参加しませんか
会員数

約2,500人

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

●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）

訪問回数は下記のとおりです。
無料

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。

※新型コロナウイルス感染予防対策として、
食事と余興を２部制にする場合があります。

多世代交流施設

１回 200円（入浴料は別途必要）
※参加される前月末までに事前予約が必要

午前 10時～午後１時 30分
（受付 午前 10時～
午前 11時 15分頃まで）

毎月第２水曜日
（第３水曜日に変更する場合あり）

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。

チーかにの
畑2号予定地
乞うご期待！

現在進行中の
畑1号です
豊作ですよ！

お元気でお過ごしかどうか
ご自宅へ訪問します

食事・温泉・余興の三拍子！！

お散歩バスを利用して来館される方
は、午前 11時 20 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。

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「お変わりありませか」
と訪問する見守り活動です。

地域包括支援センターからのお知らせ

1110 かにえの福祉 2022年4月号かにえの福祉 2022年4月号
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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

蟹江町多世代交流施設

蟹江町多世代交流施設内
蟹江西子育て支援
センターにこにこ

0567-31-8345 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 10:00-15:00

蟹江町多世代交流施設内
ファミリーサポート
センターにこにこ

0567-96-8671 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 9:30-15:00

赤い羽根共同募金のご報告
「泉人」かわらばん
ほっとだより
地域包括支援センターからのお知らせ　
かにまる通信

5

6

8

11

12

2 ボランティア探訪

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!!

陸上競技用車いすを初体験
（福祉実践教室）

今月の表紙

No.161
4月号

2022年社会福祉協議会がお届けする“かにえの福祉”

　何度聞いても忘れてしまいます。 機会があったら毎年
救命講習会に参加する様にして、 体に覚えさせていくと
良いと思っています。 勉強になりました。

（サポーターＷ）

　人形とはいえ、 なかなか難しく、 救助す
ることの大変さを知りました。
　「まず１１９番通報してください」と説明があ
りました。 そして「心臓マッサージをしてくださ
い」とのことでした。 　　　 （サポーターＨ） 　久し振りに受けましたが、 とても良かったです。 やら

ないと忘れてしまうし、 新しい情報も得られるので、 機
会があったらまた受けたいと思います。  （サポーターＩ）

　数回講習は受けていますが、毎回初体験のような思いです。
　くり返し練習することが、本番で役立つと思いますが、
わたしに出来るか自信がありません ・ ・ ・ 。 でも今日参
加が出来て良かったです。 参考になりました。

（サポーターＹ）

　実際に心臓マッサージを体験すると、 速い
テンポ（１分間に100～120回）は疲れました。
ＡＥＤの使用手順とのどに餅（異物 ) が詰まっ
たときの対処方法についても知ることができま
した。 対処方法を知ることは重要だと感じま
した。 　　　　　　　　　 （サポーターＳ）

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

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。
１月の交流会では、蟹江町消防
署による「救命講習会」を行いま
した。今回は、緊急時の対応方

法・心肺蘇生術・１１９番通報時の心得や注意事項の説明をして頂き、
その後、人形を使って胸骨圧迫（心臓マッサージ）とＡＥＤの体験を行
いました。

特集

かにまる通信

かにえ社協https://www.kanie-syakyo.jp/E-mail:k_syakyo@clovernet.ne.jp
FAX 0567-95-7986

※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。
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