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おおぶ社協だより

『おおぶ社協』ってどんなところ？
「大府市社会福祉協議会　令和２年度収入支出予算」

はじめて学ぶ手話～手話奉仕員養成講座【入門編】～のご案内
神田っ子プラザ「子育て世代のための趣味や学習の講座（前期）」のご案内
ボランティアグループ紹介「お山の杉の子」
共和西児童老人福祉センター「ふれあいサロン」紹介　　他

●
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おおぶ福祉特集

あいさつ・声かけ運動 認知症サポーター養成講座

福祉実践教室赤い羽根共同募金

特集『おおぶ社協ってどんなところ？』



住民の皆さんと一緒に、
地域での福祉活動に
取り組んでいます！

おおぶ社協事務局（東新町）

ふれあいサロンへの支援 認知症行方不明者捜索模擬訓練 地域支えあいマップづくり

・総合ボランティアセンター   ・地区福祉委員会の活動支援
・福祉実践教室　　　　　　　・認知症サポーター養成講座
・赤い羽根共同募金   　　　　・日常生活自立支援事業　　　など

こんなことをやっています！
地域での福祉活動の推進

おおぶ福祉特集

　おおぶ社協 は、昭和 52 年に法人設立し、
地域住民の皆さんをはじめ、行政、関係機関、
団体などと連携しながら、地域福祉の推進に取
り組んでいます。誰もが安心して暮らせるまち
を目指し、福祉の向上に向けてさまざまな活動
を行っています。

　社会福祉協議会 は、社会福祉法に基づき
国およびすべての都道府県・市町村に設置され
ている非営利の民間組織です。一般的に「社協」
の略称で呼ばれることが多いです。

災害ボランティアコーディネーター養成講座 夏休みボランティアスクール 福祉車両・車いすの貸出し

おおぶ社協って
どんなところ？

～大府市社会福祉協議会の取り組み紹介～

社会福祉法人 大府市社会福祉協議会
住　所：大府市東新町一丁目２１９番地　メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp
電　話：０５６２－４８－１８０５　ＦＡＸ：０５６２－４６－９５６０

おおぶ福祉特集

インスタグラム、
ＨＰも

ご覧ください☆

【スピカ内】

大府市高齢者相談支援センター

大府市障がい者相談支援センター

【おおぶ社協事務局内】

大府市高齢者相談支援センター東分室

相談支援事業

神田児童老人福祉センター北崎分館

共和西児童老人福祉センター

児童老人福祉センター

おおぶ社協は、誰もが安心して暮らせるまちを目指し、
地域福祉の推進に取り組み続けます！！

ふれ愛サポートセンター スピカ（江端町）

大府市デイ・長草デイ合同運動会

子ども会キャンプ
だいしん会健康吹き矢

足湯

お気軽に
ご相談ください！

【横根】
大府市社協ヘルパーセンター
大府市デイサービスセンター
横根介護プランセンター
【長草】
長草デイサービスセンター
長草介護プランセンター

介護保険事業

大府市老人クラブ連合会

大府市子ども会連絡協議会

大府市身体障がい者福祉協会

大府市手をつなぐ育成会

福祉団体の事務局

利用者の皆さんの
笑顔あふれる施設を
目指しています★

地域の人に愛される
“ふれあいの場”と
なりますように☆
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おおぶ福祉特集大府市社会福祉協議会

令和２年度収入支出予算

令和２年度  大府市社会福祉協議会  会員募集のお願い

　現在、会員になっていただいている方には
引き続きの加入を、未加入の方につきまして
は新規の加入をお願い申し上げます。
　本年度も一般会費については、各自治区の
協力により募集をさせていただきます。賛助
会費につきましては、賛助会員募集協力員に
より募集させていただきます。
　自治区に加入されていない方につきまして
は、大府市社会福祉協議会の窓口にて受け付
けいたします。また、振り込みでの協力を希
望される方は、社会福祉協議会までお問い合
わせください。

一般会費（会費）
３００円以上

特別会費（会費）
１,０００円以上

賛助会費（会費）
３,０００円以上

会費の種類

ご協
力お願いします。

　趣旨をご理解
いただきまして、
ご協力ください
ますようお願い
申し上げます。

　大府市社会福祉協議会では、市民や事業所の
皆さまに会員になっていただき、ご協力いただ
いた会費をもとに福祉事業に取り組んでいます。

18,925

123,870
187,210

12,234

467,226

467,226

11,649

24,103
2,300
8,450

2,119

76,366

2,000

42,549

79,489

37,292
132,978

98,493

1,788

24,940

527

1,237

11,030

2,840

200

100

1,682

1,11423,729

5,238

子育て世代のための趣味や学習の講座（前期）のご案内

はじめて学ぶ手話
～手話奉仕員養成講座（入門編）のご案内～

講座名 開催日 講師名

【新規開設講座】 
アロマヨガ 

ハーブティーと共に

５月 20 日、６月３日、17 日、７月１日、
９月２日、16 日、10 月７日

全７回、水曜日
ヨガインストラクター 
　長谷 友美氏

【新規開設講座】 
初めての健康チアダンス

５月 13 日、27 日、６月 10 日、24 日、７月８日、
９月９日、10 月 14 日

全７回、水曜日

JSCA 公認中高年期 
運動指導士 
　鈴木　純子氏

リフレッシュストレッチ 
ダンス

５月 7 日、14 日、21 日、28 日、６月４日、11 日、
６月 18 日、25 日、7 月 2 日、9 月 3 日、10 日、17 日、
10 月 8 日、15 日

全 14 回、木曜日

JDAC 認定 
ダンス指導員 
　斜木 あや氏

楽しく代謝アップ 
健康体操

５月 8 日、15 日、22 日、29 日、６月 5 日、12 日、
６月 19 日、26 日、7 月 3 日、9 月 4 日、11 日、18 日、
10 月 16 日、23 日

全 14 回、金曜日

健康体操指導員 
　戸田　みゆき氏 
　小笠原　敦子氏 
　加藤　恵美子氏

時　間　　午前 10 時～正午　　　会　場　　神田っ子プラザ
対　象　　児童（0 歳～ 18 歳）の保護者（市内在住者優先）
定　員　　各講座ともに 15 名（原則一人一講座）　※定員になり次第受付終了
受講料　　無料 《教材費として、アロマヨガ 1,000 円、チアダンス 2,000 円を申し込み時に集金します。》
申し込み　4 月 22 日（水）午前 9 時～
　　　　　神田っ子プラザ窓口へ直接お申し込みください。

申し込み　１．受講者には 10 月 3 日（土）開催の神田っ子プラザまつりの
に関する　　　ボランティアスタッフをお願いする予定です。あらかじめご了承ください。
注意事項　２．今までに当施設講座の受講経験がある方は、
　　　　　　　4 月 27 日（月）～ 5 月 1 日（金）の期間での受付になります。
　　　　　３．期間内に定員に満たない場合は再募集させていただきます。

託　児　　全講座共に 5 名程度の託児を予定しています。( 先着順 )　託児費用は不要です。
　　　　　※お子様の様子に応じてお母さんのそばで職員が見守る程度です。
その他　　１．持ち物などは、申し込み時にお知らせします。　　２．更衣室の設備は整備していません。
　　　　　３．受講の様子を撮影し広報物などに掲載させていただくことがあります。ご協力ください。

お問い合わせ先　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
　　　　　　　　※なお、開館時間（午前 9 時～午後 6 時）内にお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて実施内容を変更させていただく可能性があります。ご了承ください。

日　時　７月２日～１１月２６日（毎週木曜日 全２０回）
　　　　午後１時～午後３時
会　場　社会福祉協議会２階会議室
講　師　知多地区聴覚障害者協議会
対　象　どなたでも
　　　　※市内在住・在学・在勤の人優先
定　員　２０名
参加費　３, ３００円（テキスト代）
　　　　※初回受付時に集金します。
申し込み 　社会福祉協議会まで

　耳の不自由な人への理解を深め、コミュニケーションの方法について学ぶための講座を開催します。
みんなで一緒に楽しく手話を学びましょう！

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて実施内容を変更させていただく可能性があります。ご了承ください。
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お山の杉の子お山の杉の子71
代 表 者：相羽　正康　　　　　　会員数：８名　 
活動場所：高齢者福祉施設、公民館、放課後クラブ
　　　　　など依頼により随時
活動内容：「おおぶの民話」の電子紙芝居を通し
　　　　　た交流、つながり作り

「おおぶの民話」３２話
お山の杉の子ＨＰ掲載中！

グループの活動内容について教えてください。
　　 「『おおぶの民話』を、市民に広く知ってもらいたい！」という想い
から、賛同する有志が集まり結成したグループです。子どもから大人まで
楽しんでもらえるように、親しみやすいタッチで描いた紙芝居を作りまし
た。また、民話が後世にも伝えられていくことを願い、より多くの人に見
てもらえるように、紙芝居をデータ化した電子紙芝居を作りました。活動
では、電子紙芝居を活用し、市内の福祉施設や子ども会などを訪問してい
ます。紙芝居や絵本の製作、機材操作、朗読、似顔絵製作など、会員それ
ぞれの特技を活かしながら活動しています。

今後の目標を教えてください。
「おおぶの民話」を広く市民の皆さんに知ってもらい、わが町の郷土愛を育み、後
世に伝えていきたいです。ボランティア活動の依頼など、ご希望の方は、お気軽に
お声かけください！

活動の中で、やりがいや楽しみはありますか。
　　 電子紙芝居や創作絵本などを見てもらうだけでなく、会場にいるみん
なと会話をしながら、一緒に楽しい時間を過ごせるよう心がけています。
活動で出会えるみんなの笑顔に、やりがいや活動の楽しさを感じていま
す。また、観光ガイドをしている「ふるさとガイドおおぶ」の皆さんとのコ
ラボ企画では、おおぶの民話の舞台となっている場所を、参加者に実際に巡ってもらうことで、民話をより身近に感じても

らうことができ、私たちも楽しく活動できました。

ＨＰアドレス：http://www.medias.ne.jp/̃rokky18/

誰もが安心して暮らせるまちに ～耳が聞こえない人や聞こえにくい人を支援する取り組み～
　大府市には、耳が聞こえないまたは聞こえにくく、身体障がい者手帳を取得している人が約２９０人います。
原因は、生まれつきの病気によるものや、大人になってからの病気・事故など人により異なります。
　今回は、誰もが安心して暮らせるまちにするための大府市の取り組みの一部を紹介します！

　令和２年３月１３日、大府市議会にて「大府市手
話言語条例」が成立しました！この条例は、手話が
言語であることや手話を使用するろう者への理解を
深めるための条例です。

・市役所窓口での手話通訳　・手話通訳者･要約筆記者の派遣
・「手話奉仕員養成講座」の開催　など

大府市手話言語条例が制定されました！大府市手話言語条例が制定されました！

大府市の取り組み大府市の取り組み

ボランティアがサポートしています！ボランティアがサポートしています！

手話サークルすみれ

OHPたんぽぽ

手話の学習をしたり、聴覚障がい者との交流を行っています。
【日時】毎週木曜日、午前１０時～正午　【場所】長草公民館

難聴者や中途失聴者に、話の内容を書いて伝える活動をしています。
【日時】第１・３水曜日、午前１０時～午後３時　【場所】はあとぷらざ

相手に寄り添い、その人に合った方法でコミュニケーションをとることが大切です。
障がいの有無に限らず、思いやりの気持ちを持って支えあいましょう。

たくさんのご寄付ありがとうございました！

新型コロナウイルス感染症の影響による一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

新型コロナウイルス感染症
拡大防止対策にご協力ください！

大府市老人クラブ連合会
愛称発表の延期のお知らせ

令和２年２月１日～３月２０日 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、
社会福祉基金に積み立てさせていただきます。（敬称略・順不同）

JR東海道線より東側にお住まいの人
大府市社会福祉協議会内
住所：大府市東新町一丁目 219番地
TEL：４８－１０５１

JR東海道線より西側にお住まいの人
ふれ愛サポートセンター内
住所：大府市江端町六丁目 13番地の 1
TEL：４５－５４５５
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　高齢者相談支援センターは、地域の身近な
“高齢者総合相談窓口”です。
　暮らしや健康に関わるあらゆる困りごとに
お応えするため、保健師や社会福祉士、主任
ケアマネジャーなどがお手伝いします。相談
料は無料で、電話・来所・訪問などで対応し
ますので、お気軽にご相談ください。

　愛知県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業等により生活資金でお悩みの
方に向けた、生活福祉資金（緊急小口資金など）の特例貸付を実施しています。
特例貸付についてのご相談は、大府市社会福祉協議会（TEL：４８－１８０５）までお問い合わせください。

　今後の本会の行事・講座などにつきましては、
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、
状況に応じて実施内容を変更させていただく可能
性がありますので、ご了承ください。変更の場合は、
本会ホームページに掲載させていただきます。
　なお、申し込みなどで来館される場合には、感
染症対策として、マスクの着用と手指の消毒にご
協力をお願いいたします。

　４月１５日（水）に予定しておりました
『大府市老人クラブ連合会の愛称発表』につ
きましては、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため、愛称を決定するための検討会議
を自粛しているため、発表を延期させていた
だきます。
　なお、愛称発表の時期につきましては、改
めて本会ホームページにてご案内いたします。

高齢者に関する困りごとは、
高齢者相談支援センター（地域包括支援センター）に
ご相談ください！

■現　金 ■物　品
ナゴヤダンスアカデミー
濵嶋ふくみ
匿名

10,000 円
1,000,000 円

1,345 円

古切手
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

いしだ みお
大府市鉄工団地協同組合
ネットワーク大府
トルクシステム㈱
柏木産業㈱
㈱三恵シーアンドシー
共和病院
久野不動産㈱
豊通鋼管㈱
匿名

ベルマーク
古切手、ベルマーク

〃
〃
〃

書き損じハガキ
〃

キャベツ
紙オムツ

紙オムツ、タオル他
食品１３箱、雑貨２６箱
ベルマーク、タオル、雑貨

匿名
愛三工業労働組合
貴坊の爺
かほママ
匿名
小辻 芳夫
匿名
匿名
早川 雅子
匿名
㈱セブン-イレブン・ジャパン
匿名
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　ふれあいサロンは、子どもから高齢者までさまざまな
人たちが集い、交流することのできる憩いの場です。　
家庭的な雰囲気の中で、ゆったりとした時間が流れ、
いつも楽しそうな笑い声が響き渡っています。
ぜひ気軽に遊びに来てください♪

毎月第３木曜日

9:30～ 11:30

　　に開催 !!サロンきょうわ
ほっと、ひと息♪

いつもの仲間と、
楽しくおしゃべり !!

子育てママも
たくさんいるよ♪

【問い合わせ先】

共和西児童老人福祉センター　ＴＥＬ：48-1200　ＦＡＸ：44-9408
開館時間：午前９時～午後６時　休館日：第２･４日曜日、祝日、年末年始　

皆さんでゆったりとした、楽しいひとときを
過ごしませんか？お待ちしております。

運営スタッフの皆さん

どなたでもお気軽にご利用いただけます。

飲み物
(おかし付き）
　１５０円～


