
　社協では、香典返しの一部をご寄付
いただいたかたに対し、礼状と封筒の
作成、宛名書きをいたします。詳しく
は、お問い合わせください。

慶弔のお返しを
福祉のまちづくりに

　社会福祉協議会では、誰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、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、地域福祉を市民の皆さんとともに支え合う仕組みの一つです。
ご協力いただきました会費は、本市の地域福祉推進事業への貴重な財源として有効に
活用させていただきます。私たちとともに“みんなで支え合う　しあわせのまち　尾
張旭”を目指して、福祉のまちづくりを推進していきましょう。

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日の年度単位となります。

　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
は引き続きご協力をお願いいたします。
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●令和３年度社会福祉協議会会員募集
●令和２年度法人等会員の皆さん
●はじまります！尾張旭市地域福祉計画
●令和３年度社会福祉協議会資金収支予算
●赤い羽根共同募金へのご協力に感謝
●ボランティアセンターからのお知らせ

●知るサポだよりNo.２４
●あさひ支え合いサロン開設助成事業
●令和３年度あさひ生活応援サポーター養成講座
●令和３年度福祉のまちづくり推進助成事業のご案内
●寄付者一覧

▲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」
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‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

1,000円年 額
　「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。

善意のご寄付ありがとうございます

１２月１７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。　

■一般寄付

JAあいち尾東女性部尾張旭支部　様
堀部　元和　様　（瀬戸市）
匿名（5件）

35,000
15,000
207,764

寄付者名/寄付金額（単位：円）

■物品寄付

車いす2台
紙オムツ44袋、尿とりパッド40袋、マスク15箱

本地ヶ原校区社会福祉推進協議会　様
匿名（9件）

寄付者名/物品名

●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（木）～翌年３月３１日（木）
●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

令和３年度
福祉のまちづくり推進助成事業のご案内
　本会では、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。ご応募お待ちしています。

●申請から助成決定までの流れ
申請期限
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２１日（金）までに必着

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１２日（土）午前１０時から保健福祉センターにて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。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

こんなとき、こんなお金をぜひ、
社会福祉協議会へご寄付を！！
○福祉のために役立てようと思ったとき
○会社や商店の開設、
　開店などの記念事業の一部
○お祝い事、香典の一部
○同窓会等の残金、各種チャリティーバザー

令和３年度ウェルフェア
ボウリングの中止について
令和３年度ウェルフェア
ボウリングの中止について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限りの対策を講
じながら各種事業を行いますが、今後の状況の変化によっては内容を変更
する場合や、開催を延期または中止する場合がありますので予めご承知お
きください。
※記載の内容は記事編集時点でのものです。最新の情報は、本会ホーム
　ペ―ジをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う
社会福祉協議会（関係団体含む）の事業について

　例年、開催していますウェルフェアボ
ウリングは、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止の観点から、中止される
ことになりました。
　参加を予定されていた皆さんや、ご
検討をされていた皆さんに大変ご迷惑
をおかけしますが、何卒、事情をお汲み
取りいただき、ご理解くださいますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

　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？
　令和３年度夏号（７月発行）に掲載
の広告を募集します。

「社協だより 尾張あさひ」

〔広告掲載のご案内〕

社会福祉協議会
TEL ５４-４５４０問い合わせ先

8 社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月）

春号
令和3年度

（季刊）

令和3年4月

No.171 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



　令和２年度も、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員にご加入いただき、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。

令和２年度法人等会員の皆さん
（順不同・敬省略）

●市内の法人等

●市外の法人等

令和
2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

令和3年度
社会福祉協議会 資金収支予算

令和3年度
社会福祉協議会 資金収支予算

※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
　掲載してあります。

収　入

収入計

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

受託金収入

経常経費補助金収入

会費収入
寄附金収入

支出計

居宅介護支援事業
地域包括支援センター事業

公益事業

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

社会福祉事業

678
693
165

48,730
499
100
6,500
20,154
6,910

271,700

104,890

75,011

3,800
3,570

32,000
110,900
271,700

89,940
4,470
5,700
750
6,890
6,210
3,000
930
1,040
670
9,200

市補助金
共同募金配分金
その他

市受託金
その他

70,270
4,141
600

101,645
3,245

支　出
（単位：千円）総額271,700千円

※計画の詳細については、本会にお尋ねいただ
くか、ホームページでもご覧いただけます。

５つの基本目標

地域福祉活動に対する
支援施策の充実

誰もが安心して安全に
暮らせる地域づくり①

③
⑤②
④

福祉サービスの充実と
適切な利用の促進

誰も自殺に追い込まれない
地域づくりの推進

隣近所や地域の力による
福祉活動の展開 

　尾張旭市地域福祉計画は、市の「地域福祉計画」と本会の「地域福祉活
動計画」を一体的に策定したものです。このたび、令和３年度～令和７年
度の５か年を計画期間とした本計画が完成しました。
　本計画では、前回計画から基本理念を継承し、尾張旭市がめざす姿を
「みんなで支え合う しあわせのまち 尾張旭」と設定して、尾張旭市で暮
らす誰もが支え合い、自立・安心してしあわせに生きられるまちをめざし
ます。また、めざす姿を実現するため、次の５つの基本目標に沿って施策
を展開します。
　この計画を基に、本会は地域住民の皆さんをはじめ地域で福祉活動を
行う団体、福祉関係者や行政などとさらに連携を強化し、協働で地域福
祉の推進に取り組んでまいります。

はじまります！
尾張旭市地域福祉計画
（第４期地域福祉計画・第５次地域福祉活動計画）
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・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

・(株)大日産商

・(株)旭衛生社

・(医)誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科

・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)
・訪問介護ステーションsun楽

・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・ＮＰＯ法人にこまる

・いながきクリニック

・阿佐電機(株)
・森石油(株)

・平岩工業(株)

・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院

・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・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

・(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

・(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
・ゆらぎ

・(医)翔心会松井ハートクリニック

・(株)アイトー
・(株)中京スポーツ施設

・(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
・尾張旭運輸(株)

・(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

・行政書士平本事務所

・(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
・パナソニックスイッチギアシステムズ（株）

・ハンプティー・ダンプティー
・フジ建材リース(株)
・河合クリニック

・クリオン（株）名古屋工場

・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株）

・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会

・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)

・大川産業(株)
・(株)大甚

・にったクリニック
・ガールスカウト愛知県第９９団

・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会

・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

・（有）アサヒグリーン
・ゆで作

・(有)アオヤマ設備
・(株)尾野ヂーゼル
・花村新聞店

・(有)田中工業所

・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所
・家事代行サービス笑画家

・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・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
・(有)サカザキ

・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)
・(同)ＨＡＹＡＳＨＩ

・(株)愛安住名古屋（営）

・(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
・(株)三輝
・(有)コスモス
・石原石材(株)旭平和墓園前支店
・ケアプランじんの

・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アサヒ開発(株)
・(学)英正学園東春暁幼稚園

・(同)ケアハウスひだまり
・(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
・(株)木の香の家
・魚正
・日本健康サポート(株)
・小島歯科

・(有)イッツ・スタイル
・日鉄物産メタルズ(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)

・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院
・せとかいどう花井クリニック

・あらかわ医院

・畑中内科医院

・(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
・（福）かなえ福祉会すないの家尾張旭

めざす姿 みんなで支え合う しあわせのまち 尾張旭

2 社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月） 3社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月）



　令和２年度も、市内の法人はもとより市外の法人にも本会の会員にご加入いただき、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。

令和２年度法人等会員の皆さん
（順不同・敬省略）

●市内の法人等

●市外の法人等

令和
2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

令和3年度
社会福祉協議会 資金収支予算

令和3年度
社会福祉協議会 資金収支予算

※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
　掲載してあります。

収　入

収入計

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

受託金収入

経常経費補助金収入

会費収入
寄附金収入

支出計

居宅介護支援事業
地域包括支援センター事業

公益事業

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

社会福祉事業

678
693
165

48,730
499
100
6,500
20,154
6,910

271,700

104,890

75,011

3,800
3,570

32,000
110,900
271,700

89,940
4,470
5,700
750
6,890
6,210
3,000
930
1,040
670
9,200

市補助金
共同募金配分金
その他

市受託金
その他

70,270
4,141
600

101,645
3,245

支　出
（単位：千円）総額271,700千円

※計画の詳細については、本会にお尋ねいただ
くか、ホームページでもご覧いただけます。

５つの基本目標

地域福祉活動に対する
支援施策の充実

誰もが安心して安全に
暮らせる地域づくり①

③
⑤②
④

福祉サービスの充実と
適切な利用の促進

誰も自殺に追い込まれない
地域づくりの推進

隣近所や地域の力による
福祉活動の展開 

　尾張旭市地域福祉計画は、市の「地域福祉計画」と本会の「地域福祉活
動計画」を一体的に策定したものです。このたび、令和３年度～令和７年
度の５か年を計画期間とした本計画が完成しました。
　本計画では、前回計画から基本理念を継承し、尾張旭市がめざす姿を
「みんなで支え合う しあわせのまち 尾張旭」と設定して、尾張旭市で暮
らす誰もが支え合い、自立・安心してしあわせに生きられるまちをめざし
ます。また、めざす姿を実現するため、次の５つの基本目標に沿って施策
を展開します。
　この計画を基に、本会は地域住民の皆さんをはじめ地域で福祉活動を
行う団体、福祉関係者や行政などとさらに連携を強化し、協働で地域福
祉の推進に取り組んでまいります。

はじまります！
尾張旭市地域福祉計画
（第４期地域福祉計画・第５次地域福祉活動計画）

旭前町

狩宿町

東栄町 緑町

南栄町

南新町

南原山町

南本地ケ原町

向町

瀬戸市

名古屋市

春日井市

東名西町

長坂町

西大道町

西の野町

西山町

根の鼻町

白鳳町

晴丘町

東印場町

東大道町

平子町

東山町

狩宿新町

北原山町

北本地ケ原町

三郷町

桜ケ丘町

渋川町

庄中町

庄南町

城前町

城山町

瀬戸川町

下井町

大塚町

柏井町

新居町

井田町

印場元町

大久手町

旭ケ丘町

・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

・(株)大日産商

・(株)旭衛生社

・(医)誠和会佐伯小児科医院
・(医)スリーワイナガイ歯科

・谷口自動車整備(株)
・津村鉄工(株)
・訪問介護ステーションsun楽

・丸和貿易(株)
・田中宏和税理士事務所
・ＮＰＯ法人にこまる

・いながきクリニック

・阿佐電機(株)
・森石油(株)

・平岩工業(株)

・(株)小鈴自動車
・苺花接骨院

・あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
・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

・(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

・(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
・ゆらぎ

・(医)翔心会松井ハートクリニック

・(株)アイトー
・(株)中京スポーツ施設

・(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
・尾張旭運輸(株)

・(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

・行政書士平本事務所

・(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
・パナソニックスイッチギアシステムズ（株）

・ハンプティー・ダンプティー
・フジ建材リース(株)
・河合クリニック

・クリオン（株）名古屋工場

・(有)アート旭
・(有)ビーエム東海
・大協サービス(株）

・(有)田章
・(有)坪井化成
・天理教三乃分教会

・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)

・大川産業(株)
・(株)大甚

・にったクリニック
・ガールスカウト愛知県第９９団

・(有)池田電気
・(有)新洋
・緑ヶ丘薬局
・介護事業所みか
・尾張旭年金者の会

・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

・（有）アサヒグリーン
・ゆで作

・(有)アオヤマ設備
・(株)尾野ヂーゼル
・花村新聞店

・(有)田中工業所

・トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
・(有)水谷印刷所
・家事代行サービス笑画家

・ウィローふたば
・(株)瀬戸豊栄家電
・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
・(有)サカザキ

・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)
・(同)ＨＡＹＡＳＨＩ

・(株)愛安住名古屋（営）

・(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
・(株)三輝
・(有)コスモス
・石原石材(株)旭平和墓園前支店
・ケアプランじんの

・旭サナック(株)
・旭精機工業(株)
・(有)竹亭
・中日信用金庫尾張旭支店
・フジヤ
・アサヒ開発(株)
・(学)英正学園東春暁幼稚園

・(同)ケアハウスひだまり
・(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
・(株)木の香の家
・魚正
・日本健康サポート(株)
・小島歯科

・(有)イッツ・スタイル
・日鉄物産メタルズ(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)

・瀬戸信用金庫印場支店
・(株)Ｅアシスト
・チロル接骨院
・せとかいどう花井クリニック

・あらかわ医院

・畑中内科医院

・(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
・（福）かなえ福祉会すないの家尾張旭

めざす姿 みんなで支え合う しあわせのまち 尾張旭

2 社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月） 3社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月）



赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬省略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

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、新型コロナウイルス感染症の影響により街頭募金
の実施方法が制限される中、活動いただいたボランティア
の皆さん、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。
その配分金は、「敬老肖像写真の贈呈」、「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
どを使途として大切に活用させていただきます。

▶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

▶グリーンシティケーブルテレビ(株)
▶(有)黒川新聞店
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶ステーツ三進
▶セイコー産業(有)
▶(有)セイワ商会
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶セブンイレブン尾張旭白鳳町店
▶(株)祖父江造園
▶(株)高千代熱学社
▶(株)タチ基ホーム
▶(有)田中工業所
▶チェッカーオート
▶(株)中京スポーツ施設
▶(有)坪井化成
▶津村鉄工(株)
▶トーエー不動産(株)
▶(株)東名設備
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶(株)ナンバホーム
▶日本ゼネラルフード(株)
▶行政書士松尾匡史事務所
▶森石油(株)
▶(福)蒲生会大和荘
▶ラビット尾張旭駅北店
▶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
▶西浦会
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)池田電気
▶(有)イッツ・スタイル

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭金融協会
▶尾張旭青年会議所
▶尾張旭市シニアクラブ連合会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶(株)旭衛生社
▶旭サナック(株) 
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(有)イッツ・スタイル
▶(有)池田電気
▶(株)池垣化学工業所
▶(株)エコペーパーJP
▶(株)尾野ヂーゼル
▶(有)オフィス・シーズ・ケイ
▶大川産業(株)
▶小野会計事務所小野勇
▶(株)萱場倉庫
▶(株)協和工務店
▶(有)玉鵬

▶(株)栄進
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶小野会計事務所小野勇
▶(株)オーク・インダストリー
▶家事代行サービス笑画家
▶(株)萱場倉庫
▶(株)協和工務店
▶(有)玉鵬
▶(有)黒川新聞店
▶グリーンシティケーブルテレビ(株)
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(有)新洋
▶ステーツ三進
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶セイコー産業(有)
▶(有)セイワ商会
▶(株)タチ基ホーム
▶(有)田中工業所
▶(株)高千代熱学社
▶ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
ワークケアーサポート
▶(株)中京スポーツ施設
▶チェッカーオート
▶(有)坪井化成
▶トーエー不動産(株)
▶(株)東名設備
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶(株)ナンバホーム
▶日本ゼネラルフード(株)
▶行政書士平本事務所
▶(株)名大ＳＫＹ
▶門前自動車販売
▶(福)蒲生会大和荘
▶(福)蒲生会大和ホーム
▶ラビット尾張旭駅北店
▶有志の皆さん

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】

市内在住の小学５・６年生を対象
に、「ふくし」について学ぶ福祉教
育講座を開催します。
この講座は、子どもたちが体験
や参加者同士の話し合いを通じて
「支え合うこと、ともに生きること」
の大切さや人を思いやる優しい心

を育む機会になってほしいと願い開
催するものです。
車いすユーザーの講師や、愛知
県立大学学生ボランティアの皆さ
んと一緒に「ふくし」について学び、
住みよいまちになるにはどんな工
夫があるのか考えてみませんか。

利用時間 午前９時～午後5時　※土・日曜日、祝・休日を除く　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

１０人

悪質商法追放事例
～詐欺の手口～

愛知消費者協会
尾東支部尾張旭班

渋川福祉センター
会議室

渋川福祉センター
運動室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き ５月２７日（木）
午後1時30分～3時

１０人

障がい者スポーツに
ふれあおう

大脇　佳奈　氏
山田　篤　氏

６月２２日（火）
午前10時～正午

１０人

やさしい点字教室
～絵本を点訳
してみませんか～

渋川福祉センター
会議室

点訳グループ
あかね会

７月21日（水）
午前10時～正午

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

▲作成したふくしマップの発表

▲講座（調理実習）の様子

ふくし探検隊～尾張旭市のやさしいところを探してみよう～

クッキングボランティア講座～家事場のちから～を開催します。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　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、すでに活動をされているかたを
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

住み慣れた尾張旭市で年をとっ
ても安心して暮らしていけるよう、
「クッキング」で私たちができるこ
とを考えてみませんか。「クッキン
グボランティア」は、食事を通じて
高齢者同士の交流や見守りに取り
組むボランティアです。
講座では、シニア世代が気をつ

けたい食事について学び、お弁当
の献立作成や調理実習を行い、クッ
キングボランティアの活動を体験し
ます。実際に活動しているボラン
ティアと話ができる交流会も予定し
ています。ぜひご参加ください。

ボランティア
サロンのご案内

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

※定員を超えた場合は抽選になることがあります。

4 社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月） 5社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月）



赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！赤い羽根共同募金にご協力いただきありがとうございました！

街頭募金活動にご協力
いただいた団体の皆さん
(順不同・敬省略)

共同募金にご協力
いただいた皆さん
(順不同・敬称略)

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、新型コロナウイルス感染症の影響により街頭募金
の実施方法が制限される中、活動いただいたボランティア
の皆さん、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。
その配分金は、「敬老肖像写真の贈呈」、「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
どを使途として大切に活用させていただきます。

▶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

▶グリーンシティケーブルテレビ(株)
▶(有)黒川新聞店
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶ステーツ三進
▶セイコー産業(有)
▶(有)セイワ商会
▶瀬戸信用金庫三郷支店
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶セブンイレブン尾張旭白鳳町店
▶(株)祖父江造園
▶(株)高千代熱学社
▶(株)タチ基ホーム
▶(有)田中工業所
▶チェッカーオート
▶(株)中京スポーツ施設
▶(有)坪井化成
▶津村鉄工(株)
▶トーエー不動産(株)
▶(株)東名設備
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶(株)ナンバホーム
▶日本ゼネラルフード(株)
▶行政書士松尾匡史事務所
▶森石油(株)
▶(福)蒲生会大和荘
▶ラビット尾張旭駅北店
▶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
▶西浦会
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(株)池垣化学工業所
▶(有)池田電気
▶(有)イッツ・スタイル

▶尾張旭市民生委員児童委員協議会
▶尾張旭市商工会
▶尾張旭金融協会
▶尾張旭青年会議所
▶尾張旭市シニアクラブ連合会
▶尾張旭市ボランティア連絡協議会
▶あいち尾東農業協同組合尾張旭支店
▶(株)旭衛生社
▶旭サナック(株) 
▶アテンド司法書士事務所若杉拓
▶(有)イッツ・スタイル
▶(有)池田電気
▶(株)池垣化学工業所
▶(株)エコペーパーJP
▶(株)尾野ヂーゼル
▶(有)オフィス・シーズ・ケイ
▶大川産業(株)
▶小野会計事務所小野勇
▶(株)萱場倉庫
▶(株)協和工務店
▶(有)玉鵬

▶(株)栄進
▶(株)エコペーパーＪＰ
▶小野会計事務所小野勇
▶(株)オーク・インダストリー
▶家事代行サービス笑画家
▶(株)萱場倉庫
▶(株)協和工務店
▶(有)玉鵬
▶(有)黒川新聞店
▶グリーンシティケーブルテレビ(株)
▶(福)敬愛会特別養護老人ホーム
敬愛園
▶(学)若宮学園しらぎく幼稚園
▶(有)新洋
▶ステーツ三進
▶(株)瀬戸豊栄家電
▶セイコー産業(有)
▶(有)セイワ商会
▶(株)タチ基ホーム
▶(有)田中工業所
▶(株)高千代熱学社
▶ＮＰＯ法人地域生活支援ネット
ワークケアーサポート
▶(株)中京スポーツ施設
▶チェッカーオート
▶(有)坪井化成
▶トーエー不動産(株)
▶(株)東名設備
▶トヨタＬ＆Ｆ中部(株)
▶(株)ナンバホーム
▶日本ゼネラルフード(株)
▶行政書士平本事務所
▶(株)名大ＳＫＹ
▶門前自動車販売
▶(福)蒲生会大和荘
▶(福)蒲生会大和ホーム
▶ラビット尾張旭駅北店
▶有志の皆さん

【一般募金】

【歳末たすけあい募金】

市内在住の小学５・６年生を対象
に、「ふくし」について学ぶ福祉教
育講座を開催します。
この講座は、子どもたちが体験
や参加者同士の話し合いを通じて
「支え合うこと、ともに生きること」
の大切さや人を思いやる優しい心

を育む機会になってほしいと願い開
催するものです。
車いすユーザーの講師や、愛知
県立大学学生ボランティアの皆さ
んと一緒に「ふくし」について学び、
住みよいまちになるにはどんな工
夫があるのか考えてみませんか。

利用時間 午前９時～午後5時　※土・日曜日、祝・休日を除く　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

１０人

悪質商法追放事例
～詐欺の手口～

愛知消費者協会
尾東支部尾張旭班

渋川福祉センター
会議室

渋川福祉センター
運動室

定　員

講　師

内　容

ところ

と　き ５月２７日（木）
午後1時30分～3時

１０人

障がい者スポーツに
ふれあおう

大脇　佳奈　氏
山田　篤　氏

６月２２日（火）
午前10時～正午

１０人

やさしい点字教室
～絵本を点訳
してみませんか～

渋川福祉センター
会議室

点訳グループ
あかね会

７月21日（水）
午前10時～正午

〈５月・６月・７月のボランティアサロン〉

▲作成したふくしマップの発表

▲講座（調理実習）の様子

ふくし探検隊～尾張旭市のやさしいところを探してみよう～

クッキングボランティア講座～家事場のちから～を開催します。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　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、すでに活動をされているかたを
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

住み慣れた尾張旭市で年をとっ
ても安心して暮らしていけるよう、
「クッキング」で私たちができるこ
とを考えてみませんか。「クッキン
グボランティア」は、食事を通じて
高齢者同士の交流や見守りに取り
組むボランティアです。
講座では、シニア世代が気をつ

けたい食事について学び、お弁当
の献立作成や調理実習を行い、クッ
キングボランティアの活動を体験し
ます。実際に活動しているボラン
ティアと話ができる交流会も予定し
ています。ぜひご参加ください。

ボランティア
サロンのご案内

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

※定員を超えた場合は抽選になることがあります。
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自立支援型地域ケア個別会議
（地域ケア会議）を開催しています

あさひ介護者のつどいでは、介護
しているかたの仲間づくり、情報交
換、介護者のリフレッシュのために
年に数回、各種教室や座談会を行
います。過去の参加者からは「気分
転換ができた。」、「楽しい時間を過
ごせた。」、「同じ介護者同士でお話
できて良かった。また参加したい。」
などの感想をいただいています。
今年度は次の日程で全３回の開
催を予定しています。詳細は開催１
か月前頃の「広報おわりあさひ」で
お知らせしますのでご確認くださ
い。

《令和３年度の予定》
①９月１３日（月）　整膚教室
講師：渡辺久子氏　
②12月16日（木）　しめ縄作り教室
講師：森井和美氏
③令和４年３月　座談会・健康
チェック

（日程や内容などを変更する場合
がありますので、予めご了承くだ
さい。）

〇問い合わせ先
地域包括支援センター

この会議では、ケアプランによる
支援事例をもとに、日常生活上の課

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.24

あさひ介護者のつどい

オレンジサポーターに
なりませんか？

題を抱える要介護・要支援者が、介
護保険サービスだけではなく介護
保険外サービスを組み合わせるこ
とで、地域の中でより自分らしく自
立して生活できる方法を模索して
います。また、この会議を重ねること
で、高齢者の具体的な地域課題や
ニーズの把握ができ、自立を支援す
るための社会基盤整備につながり
ます。
昨年11月19日に開催した自立
支援型地域ケア個別会議では、理
学療法士、薬剤師、栄養士、ケアマ
ネジャー、生活支援コーディネー
ターなど総勢３５人の各専門職が参
加し、事例対象者の自立に向けて
効果的な支援方法のアドバイスや
提案をそれぞれの専門的な観点か
ら意見を交換し、話し合いました。
高齢者の社会的孤立や交流・活
動の機会減少といった課題への提
案として、「犬型ロボットを市から貸
し出すなどの方法で本人の楽しみ
を作る」、「スマートフォンや無料動
画共有サイトの使いかたを有償ボラ
ンティアから学ぶ」、「無料動画共有
サイトでＴＶ体操や尾張旭市の筋ト
レ体操の動画を視聴可能にする」な
ど、斬新かつ実用的な提案がいくつ
もあがり、大変有意義な会議となり
ました。

「認知症サポーター養成講座」と

◀
昨
年
度
の
し
め
縄
作
り
教
室

　の
作
品

「ステップアップ研修」を受講してあ
なたも「オレンジサポーター」になり
ませんか？
尾張旭市では、認知症サポーター

（認知症サポーター養成講座を受講
されたかた）が、８千人以上誕生して
います。また、認知症サポーターを
対象に「オレンジサポーター」として
活動していただくための「ステップ
アップ研修」を開催しています。
皆さんも、認知症カフェを中心に
地域の認知症の人のために活動し
ませんか。
《オレンジサポーターとは》
認知症の人や家族が住み慣れた
地域でより安心して生活できるよう
に、地域で「チームオレンジ活動」を
実践する人のことをいいます。
《チームオレンジ活動とは》
近隣の「オレンジサポーター」が
認知症の人も含めたチームを組み、
当事者を含むメンバーの誰もが楽
しみながら自分のできる役割を果た
すことで、引きこもりがちな生活に
なることを未然に防ぐ取り組みで
す。
まずは、地域で暮らす認知症の人
や家族が早期から支援者や必要な
情報につながることができるよう、
誰でも気軽に立ち寄ることができる
「認知症カフェ」をめざしています。
《本年度の講座・研修日程》
本年度の講座・研修日程は、「広
報おわりあさひ」や「社協ホーム
ページ」でお知らせしますのでご確
認ください。
〇問い合わせ先
地域包括支援センター

本会では、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、下表のと
おり令和3年度の講座を開催します。どなたでも受講できますので、ぜひご参加ください。なお、生活応援サポータ
ーの登録は任意です。

 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てみませんか！
令和3年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内
 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てみませんか！
令和3年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　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サロン活動の立ち上げに対し、開設資金を助成します。
①実施回数：原則として、月1回以上　②活動内容：参加者の実情などに応じた多様な活動
③参加者数：概ね5人以上　　　　　④会　　場：公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
⑤参加対象者：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
【助成金額】１か所につき、上限5万円

【“カフェふぁんふぁん”】令和元年５月に本事業を活用していただきました。

①ことぶきの湯　お食事処ことぶき
②毎月第３金曜日　午前10時から正午まで
③飲み物代（フリードリンク200円～）　　④なし
⑤地域のかたがたが自由に参加して、おしゃべりできる場所です。
⑥認知症のかた、その家族、医療や介護の専門家と地域の皆さん
が集う場所として開催しています。地域の高齢者、子育て世代、
子どもなど多世代が集うことにより、高齢者の「孤立」や「引きこ
もり」を防止するとともに、子どもたちの見守りや生活の知恵の
伝承など、地域活性につながることを期待します。
　どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。

【申し込み及び問い合わせ先】生活支援コーディネーター業務担当（森島・鶴見・吉川）　ＴＥＬ　０５６１-５５-７０７１

6月4日(金)～
10月7日(木)

10月8日(金)～
1月26日(水)

4月1日(木)～
6月3日(木)

10月28日(木)6月24日(木)
3
日
目

10月21日(木)6月17日(木)
2
日
目

1
日
目内

容
及
び
開
催
日
な
ど

第13回 第14回第12回開　催　回

10月14日(木)

2月16日(水)

2月9日(水)

2月2日(水)6月10日(木)

サロン活動紹介⑤
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自立支援型地域ケア個別会議
（地域ケア会議）を開催しています

あさひ介護者のつどいでは、介護
しているかたの仲間づくり、情報交
換、介護者のリフレッシュのために
年に数回、各種教室や座談会を行
います。過去の参加者からは「気分
転換ができた。」、「楽しい時間を過
ごせた。」、「同じ介護者同士でお話
できて良かった。また参加したい。」
などの感想をいただいています。
今年度は次の日程で全３回の開
催を予定しています。詳細は開催１
か月前頃の「広報おわりあさひ」で
お知らせしますのでご確認くださ
い。

《令和３年度の予定》
①９月１３日（月）　整膚教室
講師：渡辺久子氏　
②12月16日（木）　しめ縄作り教室
講師：森井和美氏
③令和４年３月　座談会・健康
チェック

（日程や内容などを変更する場合
がありますので、予めご了承くだ
さい。）

〇問い合わせ先
地域包括支援センター

この会議では、ケアプランによる
支援事例をもとに、日常生活上の課

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）
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あさひ介護者のつどい

オレンジサポーターに
なりませんか？

題を抱える要介護・要支援者が、介
護保険サービスだけではなく介護
保険外サービスを組み合わせるこ
とで、地域の中でより自分らしく自
立して生活できる方法を模索して
います。また、この会議を重ねること
で、高齢者の具体的な地域課題や
ニーズの把握ができ、自立を支援す
るための社会基盤整備につながり
ます。
昨年11月19日に開催した自立
支援型地域ケア個別会議では、理
学療法士、薬剤師、栄養士、ケアマ
ネジャー、生活支援コーディネー
ターなど総勢３５人の各専門職が参
加し、事例対象者の自立に向けて
効果的な支援方法のアドバイスや
提案をそれぞれの専門的な観点か
ら意見を交換し、話し合いました。
高齢者の社会的孤立や交流・活
動の機会減少といった課題への提
案として、「犬型ロボットを市から貸
し出すなどの方法で本人の楽しみ
を作る」、「スマートフォンや無料動
画共有サイトの使いかたを有償ボラ
ンティアから学ぶ」、「無料動画共有
サイトでＴＶ体操や尾張旭市の筋ト
レ体操の動画を視聴可能にする」な
ど、斬新かつ実用的な提案がいくつ
もあがり、大変有意義な会議となり
ました。

「認知症サポーター養成講座」と
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「ステップアップ研修」を受講してあ
なたも「オレンジサポーター」になり
ませんか？
尾張旭市では、認知症サポーター

（認知症サポーター養成講座を受講
されたかた）が、８千人以上誕生して
います。また、認知症サポーターを
対象に「オレンジサポーター」として
活動していただくための「ステップ
アップ研修」を開催しています。
皆さんも、認知症カフェを中心に
地域の認知症の人のために活動し
ませんか。
《オレンジサポーターとは》
認知症の人や家族が住み慣れた
地域でより安心して生活できるよう
に、地域で「チームオレンジ活動」を
実践する人のことをいいます。
《チームオレンジ活動とは》
近隣の「オレンジサポーター」が
認知症の人も含めたチームを組み、
当事者を含むメンバーの誰もが楽
しみながら自分のできる役割を果た
すことで、引きこもりがちな生活に
なることを未然に防ぐ取り組みで
す。
まずは、地域で暮らす認知症の人
や家族が早期から支援者や必要な
情報につながることができるよう、
誰でも気軽に立ち寄ることができる
「認知症カフェ」をめざしています。
《本年度の講座・研修日程》
本年度の講座・研修日程は、「広
報おわりあさひ」や「社協ホーム
ページ」でお知らせしますのでご確
認ください。
〇問い合わせ先
地域包括支援センター

本会では、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、下表のと
おり令和3年度の講座を開催します。どなたでも受講できますので、ぜひご参加ください。なお、生活応援サポータ
ーの登録は任意です。

 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てみませんか！
令和3年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内
 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てみませんか！
令和3年度“あさひ生活応援サポーター養成講座”のご案内

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

　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サロン活動の立ち上げに対し、開設資金を助成します。
①実施回数：原則として、月1回以上　②活動内容：参加者の実情などに応じた多様な活動
③参加者数：概ね5人以上　　　　　④会　　場：公民館などの公共施設や個人宅など多様な形態で可
⑤参加対象者：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
【助成金額】１か所につき、上限5万円

【“カフェふぁんふぁん”】令和元年５月に本事業を活用していただきました。

①ことぶきの湯　お食事処ことぶき
②毎月第３金曜日　午前10時から正午まで
③飲み物代（フリードリンク200円～）　　④なし
⑤地域のかたがたが自由に参加して、おしゃべりできる場所です。
⑥認知症のかた、その家族、医療や介護の専門家と地域の皆さん
が集う場所として開催しています。地域の高齢者、子育て世代、
子どもなど多世代が集うことにより、高齢者の「孤立」や「引きこ
もり」を防止するとともに、子どもたちの見守りや生活の知恵の
伝承など、地域活性につながることを期待します。
　どなたでも参加できますので、お気軽にお越しください。

【申し込み及び問い合わせ先】生活支援コーディネーター業務担当（森島・鶴見・吉川）　ＴＥＬ　０５６１-５５-７０７１

6月4日(金)～
10月7日(木)

10月8日(金)～
1月26日(水)

4月1日(木)～
6月3日(木)

10月28日(木)6月24日(木)
3
日
目

10月21日(木)6月17日(木)
2
日
目

1
日
目内

容
及
び
開
催
日
な
ど

第13回 第14回第12回開　催　回

10月14日(木)

2月16日(水)

2月9日(水)

2月2日(水)6月10日(木)

サロン活動紹介⑤
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　社協では、香典返しの一部をご寄付
いただいたかたに対し、礼状と封筒の
作成、宛名書きをいたします。詳しく
は、お問い合わせください。

慶弔のお返しを
福祉のまちづくりに

　社会福祉協議会では、誰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、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、地域福祉を市民の皆さんとともに支え合う仕組みの一つです。
ご協力いただきました会費は、本市の地域福祉推進事業への貴重な財源として有効に
活用させていただきます。私たちとともに“みんなで支え合う　しあわせのまち　尾
張旭”を目指して、福祉のまちづくりを推進していきましょう。

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日の年度単位となります。

　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
は引き続きご協力をお願いいたします。

contents（主な項目）

●令和３年度社会福祉協議会会員募集
●令和２年度法人等会員の皆さん
●はじまります！尾張旭市地域福祉計画
●令和３年度社会福祉協議会資金収支予算
●赤い羽根共同募金へのご協力に感謝
●ボランティアセンターからのお知らせ

●知るサポだよりNo.２４
●あさひ支え合いサロン開設助成事業
●令和３年度あさひ生活応援サポーター養成講座
●令和３年度福祉のまちづくり推進助成事業のご案内
●寄付者一覧

▲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」

令和３年度　会員募集

令
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‼ 会　費 〈一口〉 会費の納入方法

1,000円年 額
　「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。

善意のご寄付ありがとうございます

１２月１７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。　

■一般寄付

JAあいち尾東女性部尾張旭支部　様
堀部　元和　様　（瀬戸市）
匿名（5件）

35,000
15,000
207,764

寄付者名/寄付金額（単位：円）

■物品寄付

車いす2台
紙オムツ44袋、尿とりパッド40袋、マスク15箱

本地ヶ原校区社会福祉推進協議会　様
匿名（9件）

寄付者名/物品名

●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（木）～翌年３月３１日（木）
●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

令和３年度
福祉のまちづくり推進助成事業のご案内
　本会では、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。ご応募お待ちしています。

●申請から助成決定までの流れ
申請期限
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２１日（金）までに必着

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１２日（土）午前１０時から保健福祉センターにて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。

あさひ健康
マイスター
チャレンジ
対象事業

こんなとき、こんなお金をぜひ、
社会福祉協議会へご寄付を！！
○福祉のために役立てようと思ったとき
○会社や商店の開設、
　開店などの記念事業の一部
○お祝い事、香典の一部
○同窓会等の残金、各種チャリティーバザー

令和３年度ウェルフェア
ボウリングの中止について
令和３年度ウェルフェア
ボウリングの中止について

　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限りの対策を講
じながら各種事業を行いますが、今後の状況の変化によっては内容を変更
する場合や、開催を延期または中止する場合がありますので予めご承知お
きください。
※記載の内容は記事編集時点でのものです。最新の情報は、本会ホーム
　ペ―ジをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症に伴う
社会福祉協議会（関係団体含む）の事業について

　例年、開催していますウェルフェアボ
ウリングは、新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止の観点から、中止される
ことになりました。
　参加を予定されていた皆さんや、ご
検討をされていた皆さんに大変ご迷惑
をおかけしますが、何卒、事情をお汲み
取りいただき、ご理解くださいますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

　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？
　令和３年度夏号（７月発行）に掲載
の広告を募集します。

「社協だより 尾張あさひ」

〔広告掲載のご案内〕

社会福祉協議会
TEL ５４-４５４０問い合わせ先

8 社協だより 令和3年度 春号（令和3年4月）

春号
令和3年度

（季刊）

令和3年4月

No.171 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
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