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おおぶ社協だより

平成 30 年 8 月 1 日

▲大府市子ども会チャレンジゲーム大会の様子
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〜子育て応援の取り組みの紹介〜

● 金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内
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子どもが
地域で健やかに育てる
お手伝いをします
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おおぶ福祉特集❶

関係者の皆さまの 声
大府市子ども会連絡協議会

共和西学区あらいけ子ども会
会長

浅田英司さん

大府市子ども会連絡協議会では、大府市内の子ど
もたちに楽しみながら他学年、他学区の友達を作る
きっかけとなるように、毎年ゲーム大会やキャンプな
どを開催しています。
また、市内に109ある単位子ども会の運営に関
わっている世話人の皆さんが円滑に活動できるよう支援をし
ています。
会員である子どもたちのみならず、世話人である親御さん
も子ども会を通じてできた人脈によって、地域のつながりをよ
り深められることを望みながら活動しています。

中根千絵さん

子ども会を立ち上げる時に最初に願ったこと
は、子どもたちに楽しい思い出を作ってあげたい
という単純なものでした。協力してくださるお母
さんたちと試行錯誤しながら今年で3年目を迎
え、子どもたちだけでなく見守る保護者も無理な
く一緒に楽しみながら活動できる子ども会を目
指しています。
活 動を通じて子どもたち
が地域とのつながりを深め、
様々な経験をすることができ
る機会を得られることを望ん
でいます。

ご質問・ご要望があればまずご連絡ください！
●子ども会に入りたい
●子ども会の活動の内容を知りたい

〜子育て応援の取り組みの紹介〜

大府市では、子どもたちが自主性、協調性を育みながら健やかに育つことを目指し、行政、コミュニティ等が連携して、
地域の子どもを地域で育てるため、子ども会活動を支援しています。
また、神田児童老人福祉センター北崎分館
（神田っ子プラザ）
では、
「あんぱんまん」
、
「子育て世代のための趣味や学習
の講座」
、
「子どもクラブ」
を開催し、市が目指す『子育てがしやすいまちづくり』
を目指しています。
今回のおおぶ福祉特集では、社会福祉協議会が取り組んでいる子育て応援について紹介します。

●世話人になると、どんな役割があるかを知りたい
●これから子ども会を立ち上げたい

子ども会について

など、分からないことがあればお気軽に社会福祉協議会までご相談ください。

神 田っ子プラザで の
子ども・子 育てに関する事 業につ いて
自由参加あそびサークル「あんぱんまん」
≪開催目的≫ ・いろいろな活動や遊びを通して親子のふれあいを楽しむ
・他の親子や職員と交流を図る中で子育ての悩みを解決する糸口をみつける
・子どもの成長をいっしょに喜びあう
≪開催日時≫ 毎週金・土曜日 午後0時30分〜午後5時
≪対
象≫ 就学前親子

子育て世代のための趣味や学習の講座
≪開催目的≫ ・子育てに関する知識を学んだり、子育てをしながらでも趣味を楽しむ機会を
もっていただく
（小さなお子さんがいても安心して講座に集中できるように
職員がサポートします ※限定人数）
≪開催日時≫ 水・木・金曜日 午前10時〜正午
（詳細につきましては下記までお問い合わせください）
≪対
象≫ 児童
（0歳〜18歳）
の保護者

子どもクラブ

子ども
にとって

に入るとこんな良いことがあります！
会
も
ど
子
護者を問わず加入することによるメリットがあります
子ども、保

●学年が違う児童や大人と異年齢交流をする機会が
増え、幅広く仲間づくりをすることができる
●子ども同士で同じ目的に向けて取り組んでいくこと
が学びあいの場になる
●日常の生活ではできない経験ができたり、地域貢献
活動に取り組みやすい

新入生
歓迎会

子ども会
キャンプ

◎児童厚生員及び地域の人の指導のもとで活動しています。
5つ
（チアダンスクラブ、マジッククラブ、絵手紙クラブ、多目的クラブ、エコクラブ）
のクラブ
で活動中です。興味のある人はぜひ参加してください。

お問い合わせ先

【子ども会の入会、運営についての相談】
大府市社会福祉協議会
住所：大府市東新町一丁目２１９番地
ＴＥＬ
：
４８-１８０５
【神田っ子プラザでの子育て支援について】
神田児童老人福祉センター北崎分館 住所：大府市神田町六丁目３８８番地の１ ＴＥＬ
：
４６-０５６７

にとって

●子ども会での経験を活かして、保護者同士で将来に
わたって長い付きあいができる
●地域の子どもたちと
「顔が見える関係」
をつくること
ができる
●子ども会活動以外でも、同世代の子を持つ保護者同
士のつながりを持ち、助けあうことができる

こんな活動をしてい
は
で
ます！
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収入合計

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内
本年、結婚50年の金婚・結婚60年のダイヤモンド婚を迎えられるご夫婦をお招きし、
お祝いをするものです。参加を希望される人はお申し込みください。
日

時

11月9日（金）午前10時〜 11時頃

会

場

大府市役所地下多目的ホール

対

象 ＊ダイヤモンド婚＊
昭和33年1月1日〜12月31日に婚姻され、
大府市に住民登録のあるご夫婦
＊金婚＊
昭和43年1月1日〜12月31日に婚姻され、
大府市に住民登録のあるご夫婦

375,294,742円
社会福祉協議会費
市民の皆様・各種団体・事業所の方々から事
業を行うためにご協力をいただいた会費

財産収入・寄附金他

8,233,370円

繰入金・寄附金・預金利子・
積立預金取崩収入など

市及び県社協からの事業を
行うための補助・助成

22,103,622円
共同募金分配金

事業収入

赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい
共同募金における地域への配分金

介護保険事業収入・参加費収入など

11,644,661円

172,639,513円

受託金

昨年の祝う会の様子

市、県社協及び知多北部広域連合から
受託した事業を行うための費用

147,311,337円

※平成29年度以前に、金婚・ダイヤモンド婚を迎えられたご夫婦で、
まだ式典に参加したことがないご夫婦も
お申し込みいただけます。
※本籍が市外にある人は、戸籍謄本など婚姻関係を証明できるものをご提出ください。

支出合計

祝う会に出席されるご夫婦にお渡しする記念写真の撮影を、9月26日（水）
午前10時〜
午後３時の間で、大府市役所地下多目的ホールで行います。

心身障がい
（児）者ふれあい日帰りバス旅行のご案内

心身障がい
（児）者同士の交流を深め、親睦をはかる機会として、
日帰りバス旅行を開催します。秋の行楽を楽しむ家族の交流や、仲間を
広げる楽しいひとときとして、楽しみませんか？ふるってご参加ください！

11月10日
（土）
午前９時〜午後５時頃 ※雨天決行します。
大府市民体育館（午前８時３０分集合）
行 程
かがみはら航空宇宙博物館（岐阜県各務原市）
大府市民体育館出発（9:00）⇨
大府市手をつなぐ育成会
花フェスタ記念公園（10:10〜12:30）⇨
市内在住で療育手帳をお持ちの人とその家族で、
かがみはら航空宇宙博物館（13:30〜15:00）⇨
親子で参加できる人
大府市民体育館到着（17:00）
定
員 １２０名（先着順）
（弁当、お茶無）
参 加 費 お一人1,000円（入館料、弁当、お茶付） 但し、3歳以下は無料
申し込み 10月5日（金）までに参加費を添えて社会福祉協議会までお申し込みください。
なお、手をつなぐ育成会会員の皆さまは役員を通じてお申し込みください。
日
時
集合場所
行 き 先
協
力
対
象

子ども吹き矢体験DAYのご案内

神田っ子プラザ世代間交流事業

北崎老人クラブみどり会 吹矢クラブの会員のみなさんにスポーツ吹き矢を
教えていただき、体験します。初めての人も大歓迎です。
日

時

9月2日（日）
午前10時〜正午

会

対

象

小学生以上

参 加 費 無料

申し込み 8月1日（水）〜
お問い合わせ先

定

員

20名

場

神田っ子プラザ

多目的室

神田っ子プラザ窓口へ直接お申し込みいただくか、電話にてお申し込みください。

神田っ子プラザ 住所：大府市神田町六丁目３８８番地の１ TEL：４６-０５６７

補助金・助成金

13,362,239円

申し込み ８月24日（金）までに社会福祉協議会または、市役所高齢障がい支援課までお申し込みください。
申し込み書は窓口に用意しています。

そ の 他

平成
29 年度

369,125,427円
法人運営事業費

居住介護支援事業費

社会福祉協議会を運営していく
ための費用

介護保険法に基づくケアプラン
作成業務等を行う費用
（横根介護プランセンター・
長草介護プランセンター）

75,099,545円

21,929,246円

福祉育成等事業費
（共同募金配分金）

老人デイサービス
センター事業費

ふれあいサロン等の身近な地域での
福祉活動や歳末たすけあい等の共同
募金運動による指定事業を行うため
の費用

介護保険法に基づくデイサービス
業務を行うための費用（大府市デイ
サービスセンター、長草デイサービ
スセンター）

12,727,578円

115,809,607円

総合ボランティア
センター事業費
（共同募金配分金）

居宅介護等事業費
介護保険法、障害者総合支援法に基づく
ヘルパー業務を行うための費用（大府市
社会福祉協議会ヘルパーセンター）

各種講座、ボランティア活動者育成な
どの事業を行う費用

3,184,340円

26,390,900円

福祉教育推進事業費
（共同募金配分金）

高齢者相談支援センター事業費

福祉教育事業、社会福祉推進校事業等
の事業を行う費用

高齢者及びその家族の相談支援を行うための費用

61,174,959 円

1,415,542円

収

入

決

算

額 375,294,742円

受託事業費

資金貸付事業費

支

出

決

算

額 369,125,427円

市及び県社協からの受託に
より高齢者福祉、児童福祉、
障がい者福祉等を推進する
ための費用

生活福祉資金貸付業務等を
行うための費用

当期資金収支差額

6,169,315円

前期未支払資金残高

47,071,611円

当期末支払資金残高

53,240,926円

50.421,398円

972,312円

大
府
市
社
会
福
祉
協
議
会
決
算
報
告

【募集しているボランティアの活動内容】※各施設の内容欄を確認してね！
市内福祉施設、病院等のボランティア大募集！

災 害 義 援 金 を 募 集して い ま す
被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
大府市共同募金委員会では、被災された方々への支援を目的に下記の義援金の募集を行います。
義援金は、各府県に設置される義援金配分委員会から被災された方々のもとに届けられます。
・平成30年大阪府北部地震義援金
・平成30年米原市竜巻災害義援金
・平成30年7月豪雨（西日本豪雨）災害義援金
お問い合わせ先

皆さまの温かいご支援、
ご協力をよろしく
お願いいたします

大府市共同募金委員会
（社会福祉協議会内） TEL:４8-1805

たくさんのご寄附ありがとうございました！

亜友和会様よりチャリティ歌謡祭での募金

これらの善意は、社会福祉協議会を通じて、施設にお届けしたり、
（敬称略・順不同）
社会福祉基金に積み立てさせていただきます。

100,167円をご寄附いただきました!

金

大府市発達支援センターおひさま（江端町）

こども発達支援リ･ハビリ初音（吉川町） わかばの杜 大府共和（追分町）
［内容］①、⑤、⑥、⑧、⑨
［日時］水、金曜 9時〜正午（応相談）
［担当］本田

品

はっぴいわん大府（共西町･江端町）

負担割合

所得基準

1割

以下に当てはまらない人

2割

年金収入など
単身世帯：280万円以上
2名以上の世帯：346万円以上

年金収入など
3割
単身世帯：340万円以上
（対象者全体の3%）
2名以上の世帯：463万円以上

※1

※2

生活介護ぱすてる（東新町）
［内容］⑨、⑩

［日時］平日 ９時〜16時の都合のつく日

［日時］平日 10時半〜15時半（応相談）

［連絡先］48-3023

［連絡先］48-0020

［担当］石川

ひだまり（江端町）

［内容］②、③、⑤、⑥、⑦、⑧、⑩

［日時］月〜金曜、第3土曜（応相談）

［日時］ 月〜日曜、10時〜16時（応相談）

［連絡先］46-1775

［連絡先］48-8844

［担当］久保田

［担当］新美裕

長草デイサービスセンター（長草町）
［内容］②、③、⑩

［日時］月〜土曜 10時〜16時（応相談）

［日時］月〜土曜 10時〜15時（応相談）

［連絡先］44-0779

［連絡先］44-6662

［担当］渡邊

就職トレーニングセンター（東新町）
［内容］⑤、⑧

［日時］平日 10時〜15時（応相談）

［日時］平日 10時〜15時（応相談）

［連絡先］44-0193

［連絡先］85-6101

［担当］杉原

［担当］辻、所

ほっぷ・すてっぷ大府（森岡町）
［内容］①、⑨

［日時］平日 ９時〜16時

［日時］平日 10時〜16時（応相談）

［連絡先］44-2522

［連絡先］48-7055

［担当］小嶋

［内容］①、④、⑨

［担当］髙田

サンサン大府（半月町）
［内容］⑤

［日時］月〜金 9時〜16時（応相談）

［日時］平日 9時半〜15時半（応相談）

［連絡先］85-7103

［連絡先］46-6260

［担当］林

みらいサポート（横根町）
［内容］⑤

［担当］若山

憩の郷（半月町）
［内容］②、⑤、⑥

［日時］平日 10時〜16時

［日時］平日 9時〜15時（応相談）

［連絡先］47-4777

［連絡先］45-5575

［担当］阿部

［担当］武田

［担当］市川、山中

デイサービスくるみ（若草町）

グループホームわかくさ（若草町）

ルミナス大府（半月町）

通所介護事業所レモンの樹大府（宮内町）

［内容］②、⑧、⑨、⑩

［内容］①、②、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩

［日時］応相談

［日時］ 月〜土曜、9時半〜16時

［連絡先］44-7735 ［担当］久保、小笠原

［連絡先］44-6500

フラワーサーチ大府（半月町）

［担当］櫨、勝木

田中整形外科デイサービス（宮内町）

［内容］②、⑩

［内容］②、⑧、⑩

［内容］⑤、⑥、⑧、⑨、⑩

［内容］⑨、⑩

［日時］月〜金曜 10時〜16時（応相談）

［日時］月〜土曜（応相談）

［日時］14時〜15時（応相談）

［日時］ 月〜土曜、14時〜15時

［連絡先］43-7561

［連絡先］47-2254

［連絡先］44−1616

［連絡先］85-5664

［担当］大竹

パナソニックエイジフリー大府デイセンター

（追分町）

［内容］⑩

［担当］小森

多機能ホームいしがせ（森岡町）
［内容］②、⑨、⑩

［日時］月〜土曜（応相談）

［日時］随時（応相談）

［連絡先］43-9455

［連絡先］85-7058

［担当］久田

［内容］⑩

［担当］中島

通所介護事業所あいこでしょ（森岡町）
［内容］②、⑩

［担当］畠山

デイサービス・グループホーム
いこいの家（吉田町）

［内容］②、⑥、⑧、⑨、⑩
［日時］月〜土曜（応相談）
［連絡先］45-6955 ［担当］野口

あい愛おおぶ（吉田町）
［内容］②、③、⑨、⑩

［日時］月〜土曜（応相談）

［日時］月〜土曜、10時〜16時（応相談）

［日時］月〜土曜（応相談）

［連絡先］48-8220

［連絡先］85-7068

［連絡先］47-3288

［担当］河越

ながね接骨院デイサービス北山（北山町）

［担当］新美

ネットワークみやび（森岡町）

［担当］鈴口

さふらん大府（吉田町）

［内容］⑨、⑩

［内容］②、⑧、⑨、⑩

［内容］②、③、④、⑦、⑨、⑩

［日時］木曜以外、14時〜15時半

［日時］ 月〜日曜（応相談）

［日時］応相談

［連絡先］85-4539

［連絡先］85-1131

［連絡先］45-5910

［担当］中筋

デイパーク大府（横根町）

［担当］大橋

国立長寿医療研究センター（森岡町）

［担当］吉田

［内容］②、⑩

［日時］月〜日曜（応相談）

［日時］ 月〜金曜、9時〜正午（応相談）

［日時］月〜金曜 13時〜16時（応相談）

左記は収入金額から扶養控除や
医療費などの所得控除する前の金額。

［連絡先］44-8294

［連絡先］46-2311

［連絡先］57-3105

※1 控除後の本人の収入は160万円以上。
※2 控除後の本人の収入は220万円以上。

［内容］②、③、⑥、⑨、⑩

［内容］②、③、⑥、⑧、⑩

［日時］月〜土曜 9時〜16時半（応相談）

［日時］月〜日曜（応相談）

［連絡先］44-3993

［連絡先］48-3121

［担当］市原・川口

［担当］後藤

［担当］岩田

ショートステイらくる大府（吉川町）
［内容］⑨、⑩
［日時］応相談
［連絡先］85-6644 ［担当］鎌田

デイサービスさくらぎ（桜木町）

［内容］③、⑤、⑥、⑧、⑩
［日時］月〜土曜、時間は活動内容により
異なる。（応相談）
［連絡先］45-5247 ［担当］竹内
介護付有料老人ホーム

ケアビレッジさくらぎ（桜木町）

［内容］②、⑩
［日時］月〜金曜 9時〜15時（応相談）
［連絡先］45-5245 ［担当］斜木

デイサービス キューオーエル大府（宮内町） 放課後デイサービス
みらいビジョン大府（吉田町）

［内容］ ④

JR西側
（ふれ愛サポートセンター内） TEL:４５-５４５５
JR東側
（大府市社会福祉協議会内） TEL:４８-１０５１

［担当］小濱

［内容］⑤、⑥、⑧、⑨、⑩

［内容］ ②、⑧、⑨、⑩

負担割合は 介護保険負担割合証 でご確認ください。

大府市高齢者相談支援センター

特別養護老人ホーム大府の郷（長草町）

［内容］食事作り、畑仕事など

ニチイのほほえみ大府（東新町）

介護保険認定を受けている人は、７月下旬に知多北部
広域連合から 介護保険負担割合証（緑色）が郵送され
ています。認定を受けていない人につきましては、認定
を受けた時に郵送されます。

あけび苑（江端町）

たくと大府（横根町）

共和病院（梶田町）

介護保険制度の改正に伴い、平成30年8月から、介護（予防）
サービスを利用する時の負担割合が3割になる人がいます。今ま
で2割負担の人のうち、特に所得の高い人は3割となります。
（ただ
し、月額44,400円の負担上限があります。）

大府市高齢者相談支援
センターだより vol.19

）

［内容］②、④、⑤、⑨

［内容］⑤、⑨

［内容］②、⑧、⑩
［内容］②、③、④、⑤、⑥、⑨、⑩
［日時］平日 10時〜15時、14時〜16時
［日時］月〜日曜 10時〜16時半（応相談）
（応相談）
［連絡先］45-6661 ［担当］山下
［連絡先］46-2222 ［担当］大前、丸山

ありがとうございました！

（

東あけび苑（横根町）

［内容］①、⑤、⑥、⑧、⑩
［日時］火〜土曜 10時〜17時（応相談）
［連絡先］48-0500（内線1048）
［担当］棚瀬

追分デイサービスこのゆびとまれ（追分町）

特 集

［内容］①
［日時］平日 14時〜18時、土、祝、
長期休 9時半〜16時半（応相談）
［連絡先］85-1578 ［担当］井本

あいち小児保健医療総合センター（森岡町）

［内容］②、⑤、⑥、⑧、⑨、⑩

小松 文五 ･･････････････････････････････････････････古切手
遠いしんせきより近くの他人会････････････････････････ 〃
大府市鉄工団地協同組合･･････････････････････････････ 〃
匿名････････････････････････････････････････････････ 〃
㈲成田彫刻･･････････････････････････････････････････ 〃
大府修景建設㈱･･････････････････････････････････････ 〃
三井住友建設㈱･･････････････････････････････････････ 〃
さわやか愛知････････････････････････････････････････ 〃
ネットワーク大府････････････････････････････････････ 〃
㈲知北グリーンサービス･･････････････････････････････ 〃
花井業務店･･････････････････････････････････････････ 〃
貴坊の爺 ････････････････････････････････古切手、ベルマーク
かほママ ････････････････････････････････
〃
愛三工業労働組合 ････････････････････････
〃
ふじや酒店となかまたち･･････････････････････････ ベルマーク
匿名･････････････････････････････････････････････
〃
匿名････････････････････････････････････ ジャガイモ・レタス

わかばの杜 大府（半月町）

［内容］①、②、④、⑤、⑥、⑨、⑩
［内容］①
［日時］長期休の月〜土、土、祝、
［日時］月、火、木、金曜 9時半〜15時
13時〜15時半（応相談）
（応相談）
［連絡先］45-4668 ［担当］横山
［連絡先］47-7834 ［担当］奥田

［連絡先］48-6371

⑤利用者さんと作業を一緒する
⑨レクリエーションを一緒に楽しむ
⑥行事の手伝い
⑩特技や趣味を活かしたレクリエーション
⑦喫茶の手伝い
踊り･演奏･手品･体操･囲碁･
将棋･裁縫など
⑧環境整備（清掃、備品の掃除、花壇の手入れなど）

障 が い 者 関 係

さわやかデイサービス（共栄町）

プレジール･･･････････････････････････････････････10,000円
手づくり花の会･･･････････････････････････････････80,000円
豊田自動織機労働組合コンプレッサ大府東浦支部･････40,100円
亜友和会 ･･･････････････････････････････････････100,167円

■物

子 ど も 関 係

高 齢 者 関 係

平成30年５月１日〜平成30年６月３0日

■現

①子どもの遊び相手
②お話し相手
③入浴後の整髪
④移動（車いすなど）の手伝い

［担当］谷口

［内容］①、②
［日時］平日午後（応相談）
［連絡先］47-8822 ［担当］望月

大府市デイサービスセンター（横根町） 愛厚ホーム大府苑（森岡町）

［担当］寺端

［担当］倉知

デイサービスアップルの丘
さわやかの丘（半月町）
有料老人ホームピッコロの丘（横根町）
［内容］⑥、⑦、⑨、⑩

［内容］②、⑥、⑦、⑨、⑩
［日時］月〜土曜 14時〜15時
［連絡先］48-4811 ［担当］中野、藤川

［日時］月〜日曜 10時〜16時（応相談）
［連絡先］47-7190

［担当］成田

『楽しく･無理なく･継続的に』
活動しましょう！
きっと素敵な体験があなたを
待っています。

お問い合わせは総合ボランティアセンターまで
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平成30年度 大府市子ども・若者支援研修会

親のキモチに寄り添う
〜不登校の子を持つ親と教師の会「ひまわりの会」〜
不登校やひきこもりの状態の子ども･若者の親の中には、
誰にも相談できずに１人で悩んでいる人も少なくありません。
そんなとき、同じ悩みを持つ家族同士が想いを共有し、
お互いに寄り添いあうことのできる親の会の存在は、とても大きいことでしょう。
市 内で活動している不登校の子を持つ親と教師の会「ひまわりの会」の
活動や想いを聞き、不登校やひきこもりについてみんなで考えませんか？
どなたでもお気軽にご参加ください 。

日時
会場

8月19日（日）

午後1時３０分〜午後４時

（受付：午後１時〜）

石ヶ瀬会館ホール

（住 所：大 府 市 江 端 町 四 丁目1番地）

対象

どなたでも

内容

午後1時30分〜

定員

１００名

入場無料

申込み
不要

講演 『 親のキモチに寄り添う

〜ひまわりの会の活動について〜 』

講師：不登校の子を持つ親と教師の会
「ひまわりの会」世話人
進行：山本 恒子 氏（知多保健所健康支援課長）

午後３時１５分〜
問い合わせ

茶話会 〜講師を囲んでお話しましょう〜

※茶話会は不登校･ひきこもりの状態の方のご家族対象です。
一般の方の参加はご遠慮願います。

大府市社会福祉協議会

〒４７４-００７３ 大 府 市 東 新町一丁目２１９番地
ＴＥＬ：４８-１８０５
ＦＡＸ：４６-９５６０

主催

大府市

社会福祉法人大府市社会福祉協議会

