
　社会福祉協議会では、だれもが住みよいまちを目指して、市民の皆さんにもさまざま
な場面でまちづくりに参画いただき、ともに地域福祉の推進に取り組んでいます。
　少子高齢社会が急速に進行している中で、子育て世代や高齢者世代などが抱える福
祉課題は数多くあります。また、災害対策への不安や備えなどにも地域福祉に対する期
待や役割はますます高まっています。
　本会の会員制度は、市民の皆さんがともに支えあう仕組みの一つです。ご協力いた
だく会費は、本市の地域福祉事業への貴重な財源として有効に活用させていただいて
います。

年間を通じ、何口でも加入していただけます。
※4月1日～翌年3月31日の年度単位です。

 本会窓口（保健福祉センター１階）及び市役所
福祉課で、常時受け付けています。
　なお、前年度会員の皆さんには、６月から順
次、校区社協委員が訪問し、新年度会員への依
頼をさせていただく場合があります。その際に
は引き続きのご協力をぜひお願いいたします。
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▲会費を財源に実施する市内小学校での「児童・生徒の福祉実践教室」

平成３１年度　会員募集
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‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

※収入については勘定科目ごとに、支出については事業内容ごとにそれぞれ取りまとめて
　掲載しています。

収　入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金・積立金取崩収入
内部資金取引による収入
前期末支払資金残高
　　　　収入計

社会福祉事業

　  法人運営事業
　  企画広報事業
　  福祉のまちづくり事業
　  車いす貸出事業
　  ボランティアセンター事業
　  共同募金配分金事業
　  資金貸付事業
　  脳の健康教室運営事業
　  紙おむつ給付事業
　  日常生活自立支援事業
　  生活支援コーディネーター事業
公益事業
　  居宅介護支援事業
　  地域包括支援センター事業
　　　　支出計

3,800
3,420
67,707

92,744

631
795
165

44,590
482
345
8,972
18,223
6,226

248,100

83,879
1,900
5,750
760
6,400
6,230
2,050
1,050
1,000
910
8,860

31,710
97,601
248,100

市補助金
共同募金配分金
県社協補助金

（内訳）

（内訳） 市受託金
その他

63,187
4,463
57

89,930
2,814

支　出
（単位：千円）総額248，100千円

1,000円年 額

　社会福祉協議会の広報紙「社協だ
より尾張あさひ」に広告を掲載してみ
ませんか？
　平成３１年度夏号（7月15日発行）
に掲載の広告を募集します。

募集期限は、
5月16日（木）までです。
　広告の掲載は有料です。広告掲載
に関する詳細につきましては、下記ま
でお問い合わせください。

※広告の１枠の大きさは、縦６㎝、横８．５
　㎝です。ただし、２枠、４枠分の大きさ
　で掲載することもできます。

「社協だより 尾張あさひ」
〔広告掲載のご案内〕

電話 ５４-４５４０
問い合わせ先

○職務及び雇用形態など
　・法人運営及び地域福祉活動推進業務
　の補助事務
　・募集人員は若干名で、雇用形態は非
　常勤（パートタイマー）
○雇用期間
　4月1日以降で、雇用した日から来年3
　月31日まで
○賃金単価
　時間給　930円～
　（自宅からの距離に応じて交通費あり）
○試験方法
　第1次 受験申込書及び履歴書による
　書類選考
　第2次 面接試験（第1次合格者に改め
　て通知）
○応募方法
　・土・日曜日及び祝日を除き、午前8時
　30分から午後5時までに本会事務局
　へ持参又は郵送で。
　・応募書類は、本会で直接受け取りか本
　会ホームページからのダウンロードで。

社会福祉協議会
非常勤職員を募集します

電話 ５４-４５４０（担当 星原）
問い合わせ先

　今号の社協だよりの年号記載
につきましては、新年号の発表
前の作成となりますので、すべて
「平成」と表記しました。ご理解
のほど、よろしくお願いいたしま
す。

≪編集後記≫

善意のご寄付ありがとうございます。

１２月１日～3月8日　（順不同）

 ※物品の状態によっては受け取りできない場合がありますのでご了承ください。

　「福祉に役立ててください」と、たくさんの善意が寄せられています。皆
さんにご報告するとともに、厚くお礼申し上げます。寄付金及び寄付物
品は、ご意志に基づき有効に活用させていただきます。
■一般寄付

あいち尾東農業協同組合尾張旭事業本部 様 （東大道町）
ＪＡあいち尾東尾張旭女性部 様 （東大道町）
玉田 公司 様 （北原山町）
今井 克子 様 （旭台）
武内 榮子 様 (南原山町）
瑞鳳校区社会福祉推進協議会 様 （西山町）
森 喜美 様 （新居町）
老人園芸クラブ旭山草会 様 （旭ケ丘町）
匿名（7件）

40,850
48,143
12,556
10,000
14,000
72,203
500,000
5,000

180,179

寄付者名/寄付金額（単位：円）

■物品寄付

たいようの会 様 （瀬戸川町）
佐藤 春代 様 （稲葉町）
武内 榮子 様 （南原山町）
土屋 孝輝 様 （西山町）
本地ヶ原校区社会福祉推進協議会 様 （緑町）
イトーヨーカ堂尾張旭店 様（南原山町）
白鳳校区社会福祉推進協議会 様 （桜ヶ丘町）
匿名（11件）

ぞうきん50枚
尿とりパッド１袋

紙おむつ2袋、尿とりパッド2袋
紙おむつ９袋
車いす２台
雑貨51点
車いす２台

紙おむつ48袋、尿とりパッド11袋、車いす1台

寄付者名/ 物品名
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春号
平成31年度

（季刊）

4月1日発行

No.163 あさひ社協だより
尾張

社会福祉法人　尾張旭市社会福祉協議会　

社協だよりやその他の社協情報はホームページでもご覧になれます。

〒488-0074　尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内
ホームページ　http://www.owariasahishakyo.jp/

TEL　54-4540　FAX　51-1880
発 行

尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内 TEL 55-0654地域包括支援センター

渋川ボランティアセンター 尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内　ＴＥＬ ５１-５５３５　ＦＡＸ ５１-５５４３



　平成３０年度は、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員になっていただき、本会が行う地
域福祉活動、ボランティア活動支援、高齢者・児童・障がい者への福祉事業や支援事業を支えていただ
きました。ここに感謝とともに法人等会員のお名前を掲載させていただき、また引き続きのご支援をお
願いいたします。

　ウェルフェアボウリングは、日ごろ
スポーツをする機会に恵まれない
障がいのあるかたが気軽にできる
スポーツです。広く市民の皆さんに
も参加を呼びかけ、相互理解と交流
を深め、国際障害者年のテーマ「完
全参加と平等」の理念実現を目指し
て実施します。
　そこで、東名ボール（瀬戸市西原
町）で５月７日（火）から７月３１日（水）
まで使用できるチャリティボウリン
グ券を２ゲーム1,000円で販売しま
すので、会社や仲間との親睦会など
でご利用ください。なお、販売額の
一部は、福祉施設へ寄付されます。
　また、６月１６日（日）午前１０時から
午後１時まで障がいのあるかたを対
象に「ウェルフェアボウリング大会」
を東名ボールで開催します。参加を
希望されるかたは、社会福祉協議会
までお問い合わせください。ただ
し、定員に達しましたら締切りとな
りますので、ご了承願います。
○購入先及び問い合わせ先
　社会福祉協議会

平成３０年度法人等会員
（順不同・敬省略）

＜市内の法人等＞

・パナソニックスイッチギアシステムズ(株)
 渋川町
・ハンプティー・ダンプティー
・河合クリニック
 下井町
・クリオン(株)名古屋工場
 庄中町
・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株）
 庄南町
・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会
・訪問リハビリ看護あおぞら
 城前町
・旭綜合警備保障(株)
・(有)訪問介護すずらん
・瀬戸ガス水道(株)尾張旭(営)
 城山町
・大川産業(株)
・(株)大甚
・ひだまり通所介護
 瀬戸川町
・にったクリニック
・ガールスカウト愛知県第９９団
 東栄町
・瀬戸窯業原料(株)
・トーエー不動産(株)
・成山興産(株)
・前原デンタルクリニック
 東名西町
・(株)大日産商
 長坂町
・(株)旭衛生社
 西大道町
・(医）誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科
 西の野町
・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)

 大久手町
・あらかわ医院
 大塚町
・畑中内科医院
 柏井町
・（有）黒川新聞店
・水野建設(株)
・(福)蒲生会大和荘
・(福)蒲生会大和ホーム
・すないの家尾張旭
 狩宿町
・アカバネショッピ(株)
・（医）翔心会松井ハートクリニック
 狩宿新町
・(株)アイトー
・たいよう接骨院
・(株)中京スポーツ施設
 北原山町
・(有)セイホウ自動車
・もに・らん
・田中屋
・東海耐熱工業(株)
・(有)藤池建設
・ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
 ワークケアーサポート
 北本地ヶ原町
・（学）若宮学園しらぎく幼稚園
・(有)玉鵬
・(株)東興不動産
・行政書士松尾匡史事務所
・訪問介護ソワン
 桜ヶ丘町
・行政書士平本事務所
 三郷町
・旭興業(株)尾張旭（営）
・(株)イサミライト
・尾張旭金融協会
・せとしんリース(株)
・瀬戸信用金庫三郷支店
・(株)タチ基ホーム
・(株)タチ基ケアサービス

・尾張旭市立旭小学校
 西山町
・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・NPO法人にこまる
 根の鼻町
・いながきクリニック
 白鳳町
・阿佐電機(株)
・森石油(株)
 晴丘町
・平岩工業（株）
 東印場町
・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院
 東大道町
・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・尾張旭市商工会
・みやび
・(有)シャトー若杉
・ステーツ三進
・和紙専門店ふた美
・松下レディスクリニック
・余語眞二税理士事務所
・松原歯科医院
・アテンド司法書士事務所若杉拓
・（医）宝珠会尾張旭クリニック
 東山町
・(株)池田工務店
・(有)静マンション
・(有)瑞鳳自動車
・(株)高千代熱学社
・東濃信用金庫瑞鳳支店
 平子町
・(福)いしずえ会あさひおっきい保育園
・(有)久野鉄工所
・司法書士川崎事務所
・旭テクニカル
 緑町
・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・ほんじ眼科クリニック
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会

 南栄町 
・(株)玉善
・フジミ介護タクシー
・(株)ホンジン自動車
・(有)山和ひょうたん島
・サンヴェール尾張旭
 南新町 
・(有)アサヒグリーン
・ゆで作
 南原山町 
・(株)アオヤマ設備
・（株）尾野ヂーゼル
・花村新聞店
 南本地ヶ原町
・(有)田中工業所
 向町
・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所

＜市外の法人等＞
 瀬戸市
・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・(株)名東技研
・(同)ねじばな
・すみれ居宅介護支援事業所
・(株)インロック
・リハステーションたくみ
・デイサービスそれいゆ
 名古屋市
・愛知皮革工業(株)
・(株)オオハシ大橋新聞店
・東邦動力工業(株)
・日本ゼネラルフード(株)
・（株）メディケア
・（株）ＨＡＹＡＳＨＩ
 春日井市
・訪問看護ステーション仁

▲会場となる東名ボール

▲市のシンボルタワーのスカイワードあさひ

平成
30年度 法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました ボウリングを

楽しんで、
チャリティにも
参加を！

ボウリングを
楽しんで、
チャリティにも
参加を！

 旭ヶ丘町
・(有)新明ハウス
・喫茶夢乃舎
・光ケア（同）
・企業組合ディスカバーＹ＆Ｙ
 旭前町
・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中京銀行尾張旭支店
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アクティブらいふ
・アサヒ開発(株)
・（学）英正学園東春暁幼稚園
 新居町
・（同）ひだまり
・(有)ドリームワン柴田
・洞光院
・東邦冷熱工業(株)
・てらお歯科クリニック
・瀬戸信用金庫旭団地出張所
・東伸産業(有)
・魚正
・日本健康サポート(株)
 井田町
・(有)イッツ・スタイル
・ＮＳＳＢマテリアル(株)
・(株)技研システック
・訪問看護ステーションとも
・セイコー産業(有)
・デイサービスセンター華の季
・デイサービスセンターほっとすてーしょん
・(有)オートプレステージ
 印場元町
・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院
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　平成３０年度は、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員になっていただき、本会が行う地
域福祉活動、ボランティア活動支援、高齢者・児童・障がい者への福祉事業や支援事業を支えていただ
きました。ここに感謝とともに法人等会員のお名前を掲載させていただき、また引き続きのご支援をお
願いいたします。

　ウェルフェアボウリングは、日ごろ
スポーツをする機会に恵まれない
障がいのあるかたが気軽にできる
スポーツです。広く市民の皆さんに
も参加を呼びかけ、相互理解と交流
を深め、国際障害者年のテーマ「完
全参加と平等」の理念実現を目指し
て実施します。
　そこで、東名ボール（瀬戸市西原
町）で５月７日（火）から７月３１日（水）
まで使用できるチャリティボウリン
グ券を２ゲーム1,000円で販売しま
すので、会社や仲間との親睦会など
でご利用ください。なお、販売額の
一部は、福祉施設へ寄付されます。
　また、６月１６日（日）午前１０時から
午後１時まで障がいのあるかたを対
象に「ウェルフェアボウリング大会」
を東名ボールで開催します。参加を
希望されるかたは、社会福祉協議会
までお問い合わせください。ただ
し、定員に達しましたら締切りとな
りますので、ご了承願います。
○購入先及び問い合わせ先
　社会福祉協議会

平成３０年度法人等会員
（順不同・敬省略）

＜市内の法人等＞

・パナソニックスイッチギアシステムズ(株)
 渋川町
・ハンプティー・ダンプティー
・河合クリニック
 下井町
・クリオン(株)名古屋工場
 庄中町
・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株）
 庄南町
・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会
・訪問リハビリ看護あおぞら
 城前町
・旭綜合警備保障(株)
・(有)訪問介護すずらん
・瀬戸ガス水道(株)尾張旭(営)
 城山町
・大川産業(株)
・(株)大甚
・ひだまり通所介護
 瀬戸川町
・にったクリニック
・ガールスカウト愛知県第９９団
 東栄町
・瀬戸窯業原料(株)
・トーエー不動産(株)
・成山興産(株)
・前原デンタルクリニック
 東名西町
・(株)大日産商
 長坂町
・(株)旭衛生社
 西大道町
・(医）誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科
 西の野町
・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)

 大久手町
・あらかわ医院
 大塚町
・畑中内科医院
 柏井町
・（有）黒川新聞店
・水野建設(株)
・(福)蒲生会大和荘
・(福)蒲生会大和ホーム
・すないの家尾張旭
 狩宿町
・アカバネショッピ(株)
・（医）翔心会松井ハートクリニック
 狩宿新町
・(株)アイトー
・たいよう接骨院
・(株)中京スポーツ施設
 北原山町
・(有)セイホウ自動車
・もに・らん
・田中屋
・東海耐熱工業(株)
・(有)藤池建設
・ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
 ワークケアーサポート
 北本地ヶ原町
・（学）若宮学園しらぎく幼稚園
・(有)玉鵬
・(株)東興不動産
・行政書士松尾匡史事務所
・訪問介護ソワン
 桜ヶ丘町
・行政書士平本事務所
 三郷町
・旭興業(株)尾張旭（営）
・(株)イサミライト
・尾張旭金融協会
・せとしんリース(株)
・瀬戸信用金庫三郷支店
・(株)タチ基ホーム
・(株)タチ基ケアサービス

・尾張旭市立旭小学校
 西山町
・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・NPO法人にこまる
 根の鼻町
・いながきクリニック
 白鳳町
・阿佐電機(株)
・森石油(株)
 晴丘町
・平岩工業（株）
 東印場町
・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院
 東大道町
・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・尾張旭市商工会
・みやび
・(有)シャトー若杉
・ステーツ三進
・和紙専門店ふた美
・松下レディスクリニック
・余語眞二税理士事務所
・松原歯科医院
・アテンド司法書士事務所若杉拓
・（医）宝珠会尾張旭クリニック
 東山町
・(株)池田工務店
・(有)静マンション
・(有)瑞鳳自動車
・(株)高千代熱学社
・東濃信用金庫瑞鳳支店
 平子町
・(福)いしずえ会あさひおっきい保育園
・(有)久野鉄工所
・司法書士川崎事務所
・旭テクニカル
 緑町
・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・ほんじ眼科クリニック
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会

 南栄町 
・(株)玉善
・フジミ介護タクシー
・(株)ホンジン自動車
・(有)山和ひょうたん島
・サンヴェール尾張旭
 南新町 
・(有)アサヒグリーン
・ゆで作
 南原山町 
・(株)アオヤマ設備
・（株）尾野ヂーゼル
・花村新聞店
 南本地ヶ原町
・(有)田中工業所
 向町
・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所

＜市外の法人等＞
 瀬戸市
・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・(株)名東技研
・(同)ねじばな
・すみれ居宅介護支援事業所
・(株)インロック
・リハステーションたくみ
・デイサービスそれいゆ
 名古屋市
・愛知皮革工業(株)
・(株)オオハシ大橋新聞店
・東邦動力工業(株)
・日本ゼネラルフード(株)
・（株）メディケア
・（株）ＨＡＹＡＳＨＩ
 春日井市
・訪問看護ステーション仁

▲会場となる東名ボール

▲市のシンボルタワーのスカイワードあさひ

平成
30年度 法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました法人等の会員の皆さんにもご協力いただきました ボウリングを

楽しんで、
チャリティにも
参加を！

ボウリングを
楽しんで、
チャリティにも
参加を！

 旭ヶ丘町
・(有)新明ハウス
・喫茶夢乃舎
・光ケア（同）
・企業組合ディスカバーＹ＆Ｙ
 旭前町
・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中京銀行尾張旭支店
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アクティブらいふ
・アサヒ開発(株)
・（学）英正学園東春暁幼稚園
 新居町
・（同）ひだまり
・(有)ドリームワン柴田
・洞光院
・東邦冷熱工業(株)
・てらお歯科クリニック
・瀬戸信用金庫旭団地出張所
・東伸産業(有)
・魚正
・日本健康サポート(株)
 井田町
・(有)イッツ・スタイル
・ＮＳＳＢマテリアル(株)
・(株)技研システック
・訪問看護ステーションとも
・セイコー産業(有)
・デイサービスセンター華の季
・デイサービスセンターほっとすてーしょん
・(有)オートプレステージ
 印場元町
・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院

2 社協だより 平成31年度 春号（4月1日発行） 3社協だより 平成31年度 春号（4月1日発行）



●助成対象団体　　　市内で福祉的な活動を行う法人格を持たない非営利の団体
●対象事業実施期間　７月１日（月）から翌年３月３１日（火）まで
●助成総額　　　　　６０万円（１団体あたりの助成上限額８万円）
●申請方法　　　　　所定の「助成金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて本会まで提出してください。
                           　※「助成金交付申請書」は本会の窓口でお渡しするほか、本会ホームページからもダウンロードできます。
●その他　　　　　　助成対象外事業、助成対象外団体、助成対象外経費については、お問い合わせいただくか、 本会      
　　　　　　　　　　ホームページでご確認ください。
●問い合わせ先　　　社会福祉協議会（担当　籾山）

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！
赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！

平成３１年度福祉のまちづくり推進助成のご案内※（旧）公開プレゼンテーション
　による事業助成

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬称略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

　社会福祉協議会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとを手助けする“生活応援サポーター”
を養成するため、下表の講座を今年度も開催します。
　平成２９年度の開始からこれまでに122人のかたが本講座を修了され、その内、47人のかたが、本
会の生活応援サポーターとして高齢者の日常生活を支えています。
　ぜひ、あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしませんか。多くのかたのご応募をお待ちしています。

○　定員及び開催時間は、いずれも30人及び午前１０時から正午までです。
○　介護・福祉に関心があれば、どなたでも受講できます。なお、生活応援サポーターの登録は任意です。
○　問い合わせは、生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）まで。　直通電話55-7071

開　　催　　回 第６回 第７回 第８回
会　　　　　場 新池交流館ふらっと 旭丘公民館 瑞鳳公民館

内
容
及
び
開
催
日
な
ど

１
日
目

6月9日（日） 10月2日（水） 2月6日（木）

２
日
目

6月16日（日） 10月9日（水） 2月13日（木）

３
日
目

6月23日（日） 10月16日（水） 2月20日（木）

各　開　催　回　の　申　込　受　付　期　間 ４月１日から
５月２９日まで

５月３０日から
９月１９日まで

９月２０日から
１月２7日まで

平成３１年度あさひ生活応援サポーター養成講座平成３１年度あさひ生活応援サポーター養成講座
参加費
無　料

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　尾張旭市共同募金委員会では、昨年10月1日から今
年の3月31日までの6か月間、赤い羽根共同募金運動を
行いました。
　市民の皆さんをはじめ、市内の赤い羽根協力店、学
校、福祉団体、官公署など多くのかたから温かいご協力
とご支援をいただきました。これも皆さんの社会福祉に
対するご理解のおかげと心からお礼申し上げます。

　また寒い中、街頭募金活動をしていただいたボラン
ティアのかた、本当にありがとうございました。ご寄付い
ただいた募金は、県共同募金会を通じて本会に配分さ
れます。
　その配分金の使途は、「敬老肖像写真贈呈」、「おも
ちゃ図書館の運営」、「一人暮らし高齢者への給食サービ
ス」などの財源として大切に活用させていただきます。

▶連合愛知尾張東地域協議会
▶尾張旭市ジュニアリーダーズクラブ
▶尾張旭市交通少年団
▶あいち尾東農業協同組合女性部
　尾張旭支部
▶尾張旭市明るい社会づくりの会
▶ボーイスカウト尾張旭第1団
▶ガールスカウト愛知県第99団
▶旭校区社会福祉推進協議会
▶城山校区社会福祉推進協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶白鳳校区社会福祉推進協議会
▶渋川校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶本地ヶ原校区社会福祉推進協議会

▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶旭サナック(株)
▶(株)中京スポーツ施設
▶チロルキッズ
▶トーエー不動産(株)
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)田中工業所
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶日本ゼネラルフード(株)
▶トヨタL&F中部(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(有)黒川新聞店
▶(有)セイワ商会
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶セイコー産業(有)
▶(有)新洋
▶(株)協和工務店
▶(株)萱場倉庫
▶(有)竹亭
▶行政書士松尾匡史事務所
▶(株)名大ＳＫＹ
▶(株)東名設備
▶津村鉄工(株)
▶アサヒ工業(株)
▶(株)祖父江造園
▶チェッカーオート
▶ステーツ三進
▶(有)アート旭
▶(有)新居の里
▶NPO法人地域生活支援ネット
　ワークケアーサポート

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶尾張旭ライオンズクラブ
▶瀬戸信用金庫
▶行政書士平本事務所
▶(株)旭衛生社
▶(株)エコペーパーJP
▶(有)坪井化成
▶(有)玉鵬

▶福田寺
▶有志の皆さん

▶旭フォークダンス同好会
▶尾張旭市地域婦人団体連絡協議会
▶尾張旭市商工会
▶(福)中部善意銀行
▶西浦会
▶瀬戸長野県人会
▶尾張旭金融協会
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(株)旭衛生社
▶(株)高千代熱学社
▶(有)田中工業所
▶(有)玉鵬
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶(株)中京スポーツ施設
▶行政書士平本事務所
▶(株)池垣化学工業所
▶トーエー不動産(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)東名設備
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶日本ゼネラルフード(株)
▶ステーツ三進
▶(株)協和工務店
▶(有)黒川新聞店
▶セイコー産業(有)
▶(有)アート旭
▶(株)栄進
▶小野会計事務所小野勇
▶(有)オートプレステージ
▶グリーンシティケーブルテレビ(株)

▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶（福）敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園

▶(有)セイワ商会
▶(有)坪井化成
▶津村鉄工(株)

▶（医）本地ヶ原クリニック
▶(株)名大ＳＫＹ
▶有志の皆さん

　社会福祉協議会では、市内で福祉活動を行う団体が実施する事業に助成を行います。
　地域の皆さんからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」を財源に、地域の中で先駆的な活
動、自主的な活動をしてみませんか。ご応募お待ちしております。

申請期限
●申請から助成決定までの流れ

第１次審査（書類選考）

第２次審査
（公開プレゼンテーション）

助成決定

５月24日（金）までに必着

「生活支援で人にやさしいまちづくり」
「先輩から学ぶ生活支援の実際」
～“支えあい”がまちづくり？～
「あさひ生活応援サービスについて」
～生活応援サポーターの活動発表～
「認知症の人を地域で支える」
～認知症サポーター養成講座～
「生活リハビリで介護予防」
～ふだんのくらしがリハビリに！～
「生活支援で求められるコミュニケーション」
～相手も自分も心地よく！～
「私たちができる助け合いって何だろう」
～ゲームで“たすけあい”をイメージ！～

提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
６月２２日（土）午後１時３０分から保健福祉センターで公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
※１団体５分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
※当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

【講義1】

【趣旨説明】

【講義2】

【講義3】

【講義4】

【交流会】
【修了式】

【活動発表】

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】

4 社協だより 平成31年 春号（4月1日発行） 5社協だより 平成31年 春号（4月1日発行）



●助成対象団体　　　市内で福祉的な活動を行う法人格を持たない非営利の団体
●対象事業実施期間　７月１日（月）から翌年３月３１日（火）まで
●助成総額　　　　　６０万円（１団体あたりの助成上限額８万円）
●申請方法　　　　　所定の「助成金交付申請書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えて本会まで提出してください。
                           　※「助成金交付申請書」は本会の窓口でお渡しするほか、本会ホームページからもダウンロードできます。
●その他　　　　　　助成対象外事業、助成対象外団体、助成対象外経費については、お問い合わせいただくか、 本会      
　　　　　　　　　　ホームページでご確認ください。
●問い合わせ先　　　社会福祉協議会（担当　籾山）

赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！
赤い羽根共同募金へのご協力
ありがとうございました！

平成３１年度福祉のまちづくり推進助成のご案内※（旧）公開プレゼンテーション
　による事業助成

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬称略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

　社会福祉協議会では、地域の高齢者のちょっとした困りごとを手助けする“生活応援サポーター”
を養成するため、下表の講座を今年度も開催します。
　平成２９年度の開始からこれまでに122人のかたが本講座を修了され、その内、47人のかたが、本
会の生活応援サポーターとして高齢者の日常生活を支えています。
　ぜひ、あなたの思いやりとやさしさを地域の高齢者にお届けしませんか。多くのかたのご応募をお待ちしています。

○　定員及び開催時間は、いずれも30人及び午前１０時から正午までです。
○　介護・福祉に関心があれば、どなたでも受講できます。なお、生活応援サポーターの登録は任意です。
○　問い合わせは、生活支援コーディネーター業務担当（星原・鶴見・吉川）まで。　直通電話55-7071

開　　催　　回 第６回 第７回 第８回
会　　　　　場 新池交流館ふらっと 旭丘公民館 瑞鳳公民館

内
容
及
び
開
催
日
な
ど

１
日
目

6月9日（日） 10月2日（水） 2月6日（木）

２
日
目

6月16日（日） 10月9日（水） 2月13日（木）

３
日
目

6月23日（日） 10月16日（水） 2月20日（木）

各　開　催　回　の　申　込　受　付　期　間 ４月１日から
５月２９日まで

５月３０日から
９月１９日まで

９月２０日から
１月２7日まで

平成３１年度あさひ生活応援サポーター養成講座平成３１年度あさひ生活応援サポーター養成講座
参加費
無　料

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　尾張旭市共同募金委員会では、昨年10月1日から今
年の3月31日までの6か月間、赤い羽根共同募金運動を
行いました。
　市民の皆さんをはじめ、市内の赤い羽根協力店、学
校、福祉団体、官公署など多くのかたから温かいご協力
とご支援をいただきました。これも皆さんの社会福祉に
対するご理解のおかげと心からお礼申し上げます。

　また寒い中、街頭募金活動をしていただいたボラン
ティアのかた、本当にありがとうございました。ご寄付い
ただいた募金は、県共同募金会を通じて本会に配分さ
れます。
　その配分金の使途は、「敬老肖像写真贈呈」、「おも
ちゃ図書館の運営」、「一人暮らし高齢者への給食サービ
ス」などの財源として大切に活用させていただきます。

▶連合愛知尾張東地域協議会
▶尾張旭市ジュニアリーダーズクラブ
▶尾張旭市交通少年団
▶あいち尾東農業協同組合女性部
　尾張旭支部
▶尾張旭市明るい社会づくりの会
▶ボーイスカウト尾張旭第1団
▶ガールスカウト愛知県第99団
▶旭校区社会福祉推進協議会
▶城山校区社会福祉推進協議会
▶東栄校区社会福祉推進協議会
▶白鳳校区社会福祉推進協議会
▶渋川校区社会福祉推進協議会
▶三郷校区社会福祉推進協議会
▶旭丘校区社会福祉推進協議会
▶瑞鳳校区社会福祉推進協議会
▶本地ヶ原校区社会福祉推進協議会

▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶旭サナック(株)
▶(株)中京スポーツ施設
▶チロルキッズ
▶トーエー不動産(株)
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)田中工業所
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶日本ゼネラルフード(株)
▶トヨタL&F中部(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(有)黒川新聞店
▶(有)セイワ商会
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園
▶セイコー産業(有)
▶(有)新洋
▶(株)協和工務店
▶(株)萱場倉庫
▶(有)竹亭
▶行政書士松尾匡史事務所
▶(株)名大ＳＫＹ
▶(株)東名設備
▶津村鉄工(株)
▶アサヒ工業(株)
▶(株)祖父江造園
▶チェッカーオート
▶ステーツ三進
▶(有)アート旭
▶(有)新居の里
▶NPO法人地域生活支援ネット
　ワークケアーサポート

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶尾張旭ライオンズクラブ
▶瀬戸信用金庫
▶行政書士平本事務所
▶(株)旭衛生社
▶(株)エコペーパーJP
▶(有)坪井化成
▶(有)玉鵬

▶福田寺
▶有志の皆さん

▶旭フォークダンス同好会
▶尾張旭市地域婦人団体連絡協議会
▶尾張旭市商工会
▶(福)中部善意銀行
▶西浦会
▶瀬戸長野県人会
▶尾張旭金融協会
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(株)旭衛生社
▶(株)高千代熱学社
▶(有)田中工業所
▶(有)玉鵬
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶(株)中京スポーツ施設
▶行政書士平本事務所
▶(株)池垣化学工業所
▶トーエー不動産(株)
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)東名設備
▶(福)蒲生会大和荘
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶日本ゼネラルフード(株)
▶ステーツ三進
▶(株)協和工務店
▶(有)黒川新聞店
▶セイコー産業(有)
▶(有)アート旭
▶(株)栄進
▶小野会計事務所小野勇
▶(有)オートプレステージ
▶グリーンシティケーブルテレビ(株)

▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶（福）敬愛会特別養護老人ホーム
　敬愛園

▶(有)セイワ商会
▶(有)坪井化成
▶津村鉄工(株)

▶（医）本地ヶ原クリニック
▶(株)名大ＳＫＹ
▶有志の皆さん

　社会福祉協議会では、市内で福祉活動を行う団体が実施する事業に助成を行います。
　地域の皆さんからお寄せいただいた「赤い羽根共同募金」を財源に、地域の中で先駆的な活
動、自主的な活動をしてみませんか。ご応募お待ちしております。

申請期限
●申請から助成決定までの流れ

第１次審査（書類選考）

第２次審査
（公開プレゼンテーション）

助成決定

５月24日（金）までに必着

「生活支援で人にやさしいまちづくり」
「先輩から学ぶ生活支援の実際」
～“支えあい”がまちづくり？～
「あさひ生活応援サービスについて」
～生活応援サポーターの活動発表～
「認知症の人を地域で支える」
～認知症サポーター養成講座～
「生活リハビリで介護予防」
～ふだんのくらしがリハビリに！～
「生活支援で求められるコミュニケーション」
～相手も自分も心地よく！～
「私たちができる助け合いって何だろう」
～ゲームで“たすけあい”をイメージ！～

提出いただいた申請書を基に書類選考を行い、審査結果をご連絡します。
６月２２日（土）午後１時３０分から保健福祉センターで公開プレゼンテーションによる審査会を行います。
※１団体５分以内のプレゼンと、５分程度の質疑応答を予定しています。
※当日の欠席・遅刻・途中退席は辞退とみなします。

第２次審査の結果を基に、助成団体並びに助成金額を決定します。

【講義1】

【趣旨説明】

【講義2】

【講義3】

【講義4】

【交流会】
【修了式】

【活動発表】

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】
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　地域包括支援センターは、高齢
者の身近な相談窓口です。要介護
状態になることを予防し、また高齢
者のかたの人権や財産を守る権利
擁護の拠点でもあり、高齢者を介
護、福祉、医療など様々な面から総
合的に支援します。
　センターでの相談は無料です。他
の機関などにつなぐ場合も、個人情
報保護に配慮し、公平・公正に取り
扱いますので、困りごとなどは一人
で抱えず、ご相談ください。

　地域包括支援センターのほかに、
市内には地域の身近なところで相
談を受け、適切な支援につなぐ地
域相談窓口を下表のとおり各社会
福祉法人でも行っています。
　なお、昨年度までセンターが担

当していた旭・渋川・三郷小学校
区は、４月からは特別養護老人ホー
ムサンヴェール尾張旭に担当が変
わりましたので、ご承知置きくださ
い。
　高齢者に関することは気軽にお
近くの窓口にご相談ください。

地域包括支援センターは、
総合相談窓口です

お近くの地域相談窓口の
ご利用を

利用時間 午前９時～午後5時　月曜～金曜日（祝日を除く） 　ＴＥＬ ５１-５５３５　 ＦＡＸ ５１-５５４３
尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内

ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティア
サロンのご案内

ボランティア保険のご案内

  この助成事業は、地域の高齢者やその介
護者などの閉じこもりや孤立を防ぐため、
集会所・ふれあい会館・個人宅などの場所を
活用し、地域の皆さんによる出会いの場づ
くりを支援します。

【助成対象活動】
　　市内で行う、次の要件のすべてを満たす活動の立ち上げに対し、       
　開設資金を助成します。
　　                      

【助成金額】
　１か所につき、上限5万円

【問い合わせ及び連絡先】
　申請方法などの詳細は、本会のホームページをご覧いただくか、生
活支援コーディネーター業務担当者まで直接お尋ねください。
　電話番号は、５５－７０７１です。（担当：星原・鶴見・吉川）

　生活支援コーディネーターは、この地域の生活支援・介護予防サービスの充
実に向けて地域資源の発掘やネットワーク化を進め、高齢者を地域で支える取
組みを支援します。
　地域での支え合い活動やサロン活動の立ち上げを検討している団体・個人の
かたは、お気軽にご相談ください。お電話お待ちしています！

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

１０人

消費者協会ちょこっと講座
～和紙で作る

かわいいカード入れ～

愛知消費者協会
尾東支部尾張旭班

渋川福祉センター　ボランティア室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き

設置場所 担当者 電話番号 担当地区
特別養護老人ホーム
アメニティあさひ
特別養護老人ホーム
敬愛園
特別養護老人ホーム
サンヴェール尾張旭

増田 51-5222 東栄・旭丘 小学校区

▶

地域相談窓口一覧表

鬼頭 53-9507 城山・白鳳 小学校区

海老原ほか 52-2992 旭・渋川・三郷・
本地原・瑞鳳 小学校区

５月２０日（月）
午後１時３０分～3時

２０人

誰でもできるお手伝い
～「こんにちは」で
助けてね～

び・すけっと

６月６日（木）

親子８組

夏休み！
おやこで

点字にチャレンジ！

点訳グループ
あかね会

７月２４日（水）
午前１０時～正午

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

認知症サポーター養成講座は出かけていきます認知症サポーター養成講座は出かけていきます

春だ！散歩に出かけて健康維持に努めよう春だ！散歩に出かけて健康維持に努めよう

知るサポだより
シルバーサポート

～尾張旭市地域包括支援センター～ TEL.  55-0654（直通）

No.16

　ボランティアセンターでは、ボラン
ティア活動に興味をお持ちのかた
や、すでに活動をしておられるかた
を対象に「ボランティアサロン」を右
表のとおり毎月１回開催しています。
○申し込み及び問い合わせ先
　渋川ボランティアセンター

　ボランティア活動保険は、ボラン
ティア活動中にボランティア本人が
ケガをした場合や、他人に対して損
害を与えた場合など、幅広く補償し
ます。また、ボランティア団体などが
主催者となる行事を対象としたボラ
ンティア行事用保険もあります。
　ボランティア活動をされるかたや
行事を行う団体などは、ぜひご加入
ください。

 地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！　

～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

　認知症について理解し、認知症
のかたやその家族を温かく見守り、
支援する認知症サポーターは市内
に増えています。
　地域包括支援センターでは、地域
の中に認知症に理解のある人が増
えることが、本人や家族の負担軽減
になると考え、さらにサポーターを
増やしていきます。

　前年度の認知症サポーター養成
講座は、一般のかたを対象に地域
開催を4か所、白鳳・渋川・瑞鳳・本
地原小学校の5年生と旭中学校の2
年生、企業、福祉施設、市職員に向
けての講座を開催しました。
　今年度は、より多くのかたに受講
していただけるよう職域や各種団
体ごとに申請いただければセン

ターから出かける出張講座を開催
しますので、気軽にセンターまでお
申し出ください。また出張講座とは
別に、今年度の地域開催は次のと
おり予定していますので、この地域
開催にもぜひご参加ください。
と　き　①7月27日（土）、②翌年1
　　　　月25日（土）ともに午前10
　　　　時～11時30分
ところ　①、②ともに中央公民館
　　　　302会議室

　からだを動かすには、最適な季節
になりました。まずは散歩から始め
て、サルコペニアやフレイルの予防
に取り組んでみましょう。
《サルコペニアとは？》
　「筋肉減少症」をサルコペニアと
いいます。加齢に伴いからだを動か
さないと筋力は衰え、動くのがおっ

くうになり、食欲も落ちる悪循環か
らサルコペニアになります。
《フレイルとは？》
　筋力の低下から活動も低下し、結
果的に食欲低下から心身ともに衰
弱して寝たきりなどの介護が必要
になる「虚弱」の状態をいいます。
《予防するには》

①運動が大事
　　毎日の暮らしの中でちょっとの
　運動を続けること。散歩では歩
　幅を大きくゆっくりと。下腹部に
　力を入れると効果的です。
②食事が大事
　　イラストに掲げる１０の食品群を
　できるだけ毎日食べるのが理想で
　す。ポイントは筋肉のもととなる
　「たんぱく質」と「油脂類」です。

肉 油脂類果物緑黄色野菜いも類牛乳海藻卵魚介類
大豆・
大豆製品

①実施回数：
②参加対象者：

③参加者数：
④活動内容：
⑤会　　場：

原則として、月1回以上
活動地域に在住し、交流や見守りが必要と思われる
高齢者やその介護家族など
概ね5人以上
参加者の実情などに応じた多様な活動
公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
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　地域包括支援センターは、高齢
者の身近な相談窓口です。要介護
状態になることを予防し、また高齢
者のかたの人権や財産を守る権利
擁護の拠点でもあり、高齢者を介
護、福祉、医療など様々な面から総
合的に支援します。
　センターでの相談は無料です。他
の機関などにつなぐ場合も、個人情
報保護に配慮し、公平・公正に取り
扱いますので、困りごとなどは一人
で抱えず、ご相談ください。

　地域包括支援センターのほかに、
市内には地域の身近なところで相
談を受け、適切な支援につなぐ地
域相談窓口を下表のとおり各社会
福祉法人でも行っています。
　なお、昨年度までセンターが担

当していた旭・渋川・三郷小学校
区は、４月からは特別養護老人ホー
ムサンヴェール尾張旭に担当が変
わりましたので、ご承知置きくださ
い。
　高齢者に関することは気軽にお
近くの窓口にご相談ください。

地域包括支援センターは、
総合相談窓口です

お近くの地域相談窓口の
ご利用を

利用時間 午前９時～午後5時　月曜～金曜日（祝日を除く） 　ＴＥＬ ５１-５５３５　 ＦＡＸ ５１-５５４３
尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内

ボランティアセンターからのお知らせ

ボランティア
サロンのご案内

ボランティア保険のご案内

  この助成事業は、地域の高齢者やその介
護者などの閉じこもりや孤立を防ぐため、
集会所・ふれあい会館・個人宅などの場所を
活用し、地域の皆さんによる出会いの場づ
くりを支援します。

【助成対象活動】
　　市内で行う、次の要件のすべてを満たす活動の立ち上げに対し、       
　開設資金を助成します。
　　                      

【助成金額】
　１か所につき、上限5万円

【問い合わせ及び連絡先】
　申請方法などの詳細は、本会のホームページをご覧いただくか、生
活支援コーディネーター業務担当者まで直接お尋ねください。
　電話番号は、５５－７０７１です。（担当：星原・鶴見・吉川）

　生活支援コーディネーターは、この地域の生活支援・介護予防サービスの充
実に向けて地域資源の発掘やネットワーク化を進め、高齢者を地域で支える取
組みを支援します。
　地域での支え合い活動やサロン活動の立ち上げを検討している団体・個人の
かたは、お気軽にご相談ください。お電話お待ちしています！

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

１０人

消費者協会ちょこっと講座
～和紙で作る

かわいいカード入れ～

愛知消費者協会
尾東支部尾張旭班

渋川福祉センター　ボランティア室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き

設置場所 担当者 電話番号 担当地区
特別養護老人ホーム
アメニティあさひ
特別養護老人ホーム
敬愛園
特別養護老人ホーム
サンヴェール尾張旭

増田 51-5222 東栄・旭丘 小学校区

▶

地域相談窓口一覧表

鬼頭 53-9507 城山・白鳳 小学校区

海老原ほか 52-2992 旭・渋川・三郷・
本地原・瑞鳳 小学校区

５月２０日（月）
午後１時３０分～3時

２０人

誰でもできるお手伝い
～「こんにちは」で
助けてね～

び・すけっと

６月６日（木）

親子８組

夏休み！
おやこで

点字にチャレンジ！

点訳グループ
あかね会

７月２４日（水）
午前１０時～正午

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

認知症サポーター養成講座は出かけていきます認知症サポーター養成講座は出かけていきます

春だ！散歩に出かけて健康維持に努めよう春だ！散歩に出かけて健康維持に努めよう

知るサポだより
シルバーサポート

～尾張旭市地域包括支援センター～ TEL.  55-0654（直通）

No.16

　ボランティアセンターでは、ボラン
ティア活動に興味をお持ちのかた
や、すでに活動をしておられるかた
を対象に「ボランティアサロン」を右
表のとおり毎月１回開催しています。
○申し込み及び問い合わせ先
　渋川ボランティアセンター

　ボランティア活動保険は、ボラン
ティア活動中にボランティア本人が
ケガをした場合や、他人に対して損
害を与えた場合など、幅広く補償し
ます。また、ボランティア団体などが
主催者となる行事を対象としたボラ
ンティア行事用保険もあります。
　ボランティア活動をされるかたや
行事を行う団体などは、ぜひご加入
ください。

 地域のサロン活動の
立ち上げを応援します！　

～あさひ支えあいサロン開設助成事業～

　認知症について理解し、認知症
のかたやその家族を温かく見守り、
支援する認知症サポーターは市内
に増えています。
　地域包括支援センターでは、地域
の中に認知症に理解のある人が増
えることが、本人や家族の負担軽減
になると考え、さらにサポーターを
増やしていきます。

　前年度の認知症サポーター養成
講座は、一般のかたを対象に地域
開催を4か所、白鳳・渋川・瑞鳳・本
地原小学校の5年生と旭中学校の2
年生、企業、福祉施設、市職員に向
けての講座を開催しました。
　今年度は、より多くのかたに受講
していただけるよう職域や各種団
体ごとに申請いただければセン

ターから出かける出張講座を開催
しますので、気軽にセンターまでお
申し出ください。また出張講座とは
別に、今年度の地域開催は次のと
おり予定していますので、この地域
開催にもぜひご参加ください。
と　き　①7月27日（土）、②翌年1
　　　　月25日（土）ともに午前10
　　　　時～11時30分
ところ　①、②ともに中央公民館
　　　　302会議室

　からだを動かすには、最適な季節
になりました。まずは散歩から始め
て、サルコペニアやフレイルの予防
に取り組んでみましょう。
《サルコペニアとは？》
　「筋肉減少症」をサルコペニアと
いいます。加齢に伴いからだを動か
さないと筋力は衰え、動くのがおっ

くうになり、食欲も落ちる悪循環か
らサルコペニアになります。
《フレイルとは？》
　筋力の低下から活動も低下し、結
果的に食欲低下から心身ともに衰
弱して寝たきりなどの介護が必要
になる「虚弱」の状態をいいます。
《予防するには》

①運動が大事
　　毎日の暮らしの中でちょっとの
　運動を続けること。散歩では歩
　幅を大きくゆっくりと。下腹部に
　力を入れると効果的です。
②食事が大事
　　イラストに掲げる１０の食品群を
　できるだけ毎日食べるのが理想で
　す。ポイントは筋肉のもととなる
　「たんぱく質」と「油脂類」です。

肉 油脂類果物緑黄色野菜いも類牛乳海藻卵魚介類
大豆・
大豆製品

①実施回数：
②参加対象者：

③参加者数：
④活動内容：
⑤会　　場：

原則として、月1回以上
活動地域に在住し、交流や見守りが必要と思われる
高齢者やその介護家族など
概ね5人以上
参加者の実情などに応じた多様な活動
公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
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　社会福祉協議会では、だれもが住みよいまちを目指して、市民の皆さんにもさまざま
な場面でまちづくりに参画いただき、ともに地域福祉の推進に取り組んでいます。
　少子高齢社会が急速に進行している中で、子育て世代や高齢者世代などが抱える福
祉課題は数多くあります。また、災害対策への不安や備えなどにも地域福祉に対する期
待や役割はますます高まっています。
　本会の会員制度は、市民の皆さんがともに支えあう仕組みの一つです。ご協力いた
だく会費は、本市の地域福祉事業への貴重な財源として有効に活用させていただいて
います。

年間を通じ、何口でも加入していただけます。
※4月1日～翌年3月31日の年度単位です。

 本会窓口（保健福祉センター１階）及び市役所
福祉課で、常時受け付けています。
　なお、前年度会員の皆さんには、６月から順
次、校区社協委員が訪問し、新年度会員への依
頼をさせていただく場合があります。その際に
は引き続きのご協力をぜひお願いいたします。

contents（主な項目）

●平成３１年度社会福祉協議会会員募集
●ウェルフェアボウリングのご案内
●赤い羽根共同募金へのご協力に感謝
●平成３１年度福祉のまちづくり推進助成のご案内
●平成３１年度あさひ生活応援サポーター養成講座

●ボランティアセンターからのお知らせ
●あさひ支えあいサロン開設助成のご案内
●知るサポだよりＮｏ.１６
●平成３１年度社会福祉協議会資金収支予算
●寄付者一覧

平成31年度
社会福祉協議会 資金収支予算

平成31年度
社会福祉協議会 資金収支予算

▲会費を財源に実施する市内小学校での「児童・生徒の福祉実践教室」

平成３１年度　会員募集

平
成
31
年
度 

社
会
福
祉
協
議
会

　  

会 

員 

募 

集 

‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

※収入については勘定科目ごとに、支出については事業内容ごとにそれぞれ取りまとめて
　掲載しています。

収　入
会費収入
寄附金収入
経常経費補助金収入

受託金収入

貸付事業収入
事業収入
負担金収入
介護保険事業収入
受取利息配当金収入
その他の収入
基金・積立金取崩収入
内部資金取引による収入
前期末支払資金残高
　　　　収入計

社会福祉事業

　  法人運営事業
　  企画広報事業
　  福祉のまちづくり事業
　  車いす貸出事業
　  ボランティアセンター事業
　  共同募金配分金事業
　  資金貸付事業
　  脳の健康教室運営事業
　  紙おむつ給付事業
　  日常生活自立支援事業
　  生活支援コーディネーター事業
公益事業
　  居宅介護支援事業
　  地域包括支援センター事業
　　　　支出計

3,800
3,420
67,707

92,744

631
795
165

44,590
482
345
8,972
18,223
6,226

248,100

83,879
1,900
5,750
760
6,400
6,230
2,050
1,050
1,000
910
8,860

31,710
97,601
248,100

市補助金
共同募金配分金
県社協補助金

（内訳）

（内訳） 市受託金
その他

63,187
4,463
57

89,930
2,814

支　出
（単位：千円）総額248，100千円

1,000円年 額

　社会福祉協議会の広報紙「社協だ
より尾張あさひ」に広告を掲載してみ
ませんか？
　平成３１年度夏号（7月15日発行）
に掲載の広告を募集します。

募集期限は、
5月16日（木）までです。
　広告の掲載は有料です。広告掲載
に関する詳細につきましては、下記ま
でお問い合わせください。

※広告の１枠の大きさは、縦６㎝、横８．５
　㎝です。ただし、２枠、４枠分の大きさ
　で掲載することもできます。

「社協だより 尾張あさひ」
〔広告掲載のご案内〕

電話 ５４-４５４０
問い合わせ先

○職務及び雇用形態など
　・法人運営及び地域福祉活動推進業務
　の補助事務
　・募集人員は若干名で、雇用形態は非
　常勤（パートタイマー）
○雇用期間
　4月1日以降で、雇用した日から来年3
　月31日まで
○賃金単価
　時間給　930円～
　（自宅からの距離に応じて交通費あり）
○試験方法
　第1次 受験申込書及び履歴書による
　書類選考
　第2次 面接試験（第1次合格者に改め
　て通知）
○応募方法
　・土・日曜日及び祝日を除き、午前8時
　30分から午後5時までに本会事務局
　へ持参又は郵送で。
　・応募書類は、本会で直接受け取りか本
　会ホームページからのダウンロードで。

社会福祉協議会
非常勤職員を募集します

電話 ５４-４５４０（担当 星原）
問い合わせ先

　今号の社協だよりの年号記載
につきましては、新年号の発表
前の作成となりますので、すべて
「平成」と表記しました。ご理解
のほど、よろしくお願いいたしま
す。

≪編集後記≫

善意のご寄付ありがとうございます。

１２月１日～3月8日　（順不同）

 ※物品の状態によっては受け取りできない場合がありますのでご了承ください。

　「福祉に役立ててください」と、たくさんの善意が寄せられています。皆
さんにご報告するとともに、厚くお礼申し上げます。寄付金及び寄付物
品は、ご意志に基づき有効に活用させていただきます。
■一般寄付

あいち尾東農業協同組合尾張旭事業本部 様 （東大道町）
ＪＡあいち尾東尾張旭女性部 様 （東大道町）
玉田 公司 様 （北原山町）
今井 克子 様 （旭台）
武内 榮子 様 (南原山町）
瑞鳳校区社会福祉推進協議会 様 （西山町）
森 喜美 様 （新居町）
老人園芸クラブ旭山草会 様 （旭ケ丘町）
匿名（7件）

40,850
48,143
12,556
10,000
14,000
72,203
500,000
5,000

180,179

寄付者名/寄付金額（単位：円）

■物品寄付

たいようの会 様 （瀬戸川町）
佐藤 春代 様 （稲葉町）
武内 榮子 様 （南原山町）
土屋 孝輝 様 （西山町）
本地ヶ原校区社会福祉推進協議会 様 （緑町）
イトーヨーカ堂尾張旭店 様（南原山町）
白鳳校区社会福祉推進協議会 様 （桜ヶ丘町）
匿名（11件）

ぞうきん50枚
尿とりパッド１袋

紙おむつ2袋、尿とりパッド2袋
紙おむつ９袋
車いす２台
雑貨51点
車いす２台

紙おむつ48袋、尿とりパッド11袋、車いす1台

寄付者名/ 物品名
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春号
平成31年度

（季刊）

4月1日発行

No.163 あさひ社協だより
尾張

社会福祉法人　尾張旭市社会福祉協議会　

社協だよりやその他の社協情報はホームページでもご覧になれます。

〒488-0074　尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内
ホームページ　http://www.owariasahishakyo.jp/

TEL　54-4540　FAX　51-1880
発 行

尾張旭市新居町明才切57番地 保健福祉センター内 TEL 55-0654地域包括支援センター

渋川ボランティアセンター 尾張旭市渋川町三丁目５番地７ 渋川福祉センター内　ＴＥＬ ５１-５５３５　ＦＡＸ ５１-５５４３


