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ベンチを支えてくれている
皆さん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
みんなでベンチをつくろう !
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2

だいしん会交流会のご案内

知って得する！認知症予防のマメ知識知って得する！認知症予防のマメ知識知って得する！認知症予防のマメ知識

　認知症の原因となる病気を予防したり、脳を活性化させたりすることで、発症のリスクを下げる
ことができます。普段の生活の中で次のことに気をつけ、認知症を予防しましょう！

　脳を活性化させるコツは「ちょっと難しいな」と感じるくらいの課題に挑戦することです。簡単
だと感じる人は、いろんなアレンジをして自分にあった難易度で挑戦してみましょう！

□ 運動や食事などに気をつけ、高血圧症や肥満、糖尿病などの生活習慣病を
 　予防しましょう！
□ 脳や身体を使い活動的な生活を送りましょう！

その場で足踏みをします。
足踏みに合わせて声に出して数を数えます。
３の倍数では声を出さずに、代わりに手を叩きます。
まずは、「３０」まで挑戦してみましょう！

ステップ１
ステップ２
ステップ３

認知症予防のポイント

お家で挑戦しよう、Let’s コグニサイズ！

認知症予防のポイント

　『コグニサイズ』とは、国立長寿医療研究センターが開発した、運動と認知課題（計算､しりとりなど）
を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称です。運動と考えることを同時に行うこと
で、脳と身体の機能を効果的に向上させることができます。
次のとおり、実際に挑戦してみましょう！

お家で挑戦しよう、Let’s コグニサイズ！

地域の生活応援講座を開催します！

会　場　　社協会館２階会議室
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　　無料
申し込み　８月１７日（月）までに社会福祉協議会まで
　　　　　住　所：大府市東新町一丁目２１９番地
　　　　　ＴＥＬ：0562-48-1805
　　　　　ＦＡＸ：0562-46-9560
　　　　　メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp
※新型コロナウィ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。

　地域には、認知症の高齢者や障がいがある人など、生活に
お困りの人がたくさんいます。しかし、そのような人たちも、
近所の見守りや少しの手助けがあれば、安心して暮らすこと
ができます。社会福祉協議会では、見守りや生活の手助けな
どの助けあいの輪を広げるため、生活にお困りの人を「ちょっ
と」支える知識や技術を学ぶ講座を開催します。どなたでも
参加できますので、お気軽にお申し込みください！

日　時 内　容

８月２０日（木）
午前１０時～１１時３０分

おはなし①『高齢社会の現状と高齢者や障がい者の生活』
おはなし②『生活にお困りの人を支えるサービスの紹介』
　講師：安居 智（社会福祉協議会地域づくりコーディネーター）
　　　　板野 珠美氏（知多地域成年後見センター）

８月２７日（木）
午前１０時～１１時３０分

おはなし『認知症や障がいの理解と接し方を学ぼう！』
　講師：佐々木 由紀（社会福祉協議会地域づくりコーディネーター）
　　　  竹内 美喜（障がい者相談支援センター）

９月３日（木）
午前１０時～１１時３０分

おはなし・体験『コミュニケーション技術を学ぼう！』
　講師：繁澤 正彦氏（日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員）

９月１０日（木）
午前１０時～１１時３０分

体験『楽しくコミュニケーションをしよう！ゲーム＆実践』
　講師：丸山 冬芽氏（ＮＰＯ法人さわやか愛知）

９月１７日（木）
午前１０時～１１時３０分

おはなし『地域での見守りや生活の手助けについて』
みんなでトーク『実践者のおはなしを聞いて、みんなで考えてみよう！』
　講師：天野 寿紀（社会福祉協議会地域づくりコーディネーター）
　ゲスト：浅田 勝茂さん、鷹羽 治幸さん、相羽 群惠さん

プログラム

講座の様子
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だいしん会交流会のご案内

知って得する！認知症予防のマメ知識知って得する！認知症予防のマメ知識知って得する！認知症予防のマメ知識

　認知症の原因となる病気を予防したり、脳を活性化させたりすることで、発症のリスクを下げる
ことができます。普段の生活の中で次のことに気をつけ、認知症を予防しましょう！

　脳を活性化させるコツは「ちょっと難しいな」と感じるくらいの課題に挑戦することです。簡単
だと感じる人は、いろんなアレンジをして自分にあった難易度で挑戦してみましょう！

□ 運動や食事などに気をつけ、高血圧症や肥満、糖尿病などの生活習慣病を
 　予防しましょう！
□ 脳や身体を使い活動的な生活を送りましょう！

その場で足踏みをします。
足踏みに合わせて声に出して数を数えます。
３の倍数では声を出さずに、代わりに手を叩きます。
まずは、「３０」まで挑戦してみましょう！

ステップ１
ステップ２
ステップ３

認知症予防のポイント

お家で挑戦しよう、Let’s コグニサイズ！

認知症予防のポイント

　『コグニサイズ』とは、国立長寿医療研究センターが開発した、運動と認知課題（計算､しりとりなど）
を組み合わせた、認知症予防を目的とした取り組みの総称です。運動と考えることを同時に行うこと
で、脳と身体の機能を効果的に向上させることができます。
次のとおり、実際に挑戦してみましょう！

お家で挑戦しよう、Let’s コグニサイズ！

地域の生活応援講座を開催します！

■日　時　　８月２９日（土）午前１０時～正午
■会　場　　石ヶ瀬会館ホール
■内　容　　おしゃべりやレクリエーションをしてみんなと
　　　　　　楽しく交流をします♪
■参加費　　無料（ちょこっとお菓子付き）
■対　象　　身体障がい児 ･ 者（身体障害者手帳をお持ちの人）
　　　　　　及びその家族
■申し込み　８月１４日（金）までに社会福祉協議会まで
　　　　　　※だいしん会会員は、役員を通じてお申し込みください。

　だいしん会（大府市身体障がい者福祉協会）交流会を開催します！会員及び身体障
害者手帳をお持ちの人であればどなたでもご参加いただけます。たくさんの仲間と、
見て、笑って、おしゃべりをして楽しい時間を一緒に過ごしましょう。

※新型コロナウィ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。

昨年度の様子

みなさんのご参加を

 お待ちしています！
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ボランティアだよりボランティアだよりボランティアだよりボランティアだより
総合ボランティアセンターに登録しませんか？総合ボランティアセンターに登録しませんか？

　総合ボランティアセンターでは、市民のボランティア活動を推進しており、ボランティアを
したい人と必要としている人をつないだり、ボランティアに関するさまざまな相談に応じてい
ます。センターには、現在７１グループが登録しており、活動の輪を広げています。登録ボラ
ンティアの活動内容は多種多様で、お互いの活動について情報交換をしたり、仲間と想いを共
有することで、それぞれの活動に活かしています。
登録までの流れ

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ５

ＳＴＥＰ２

登 録 後 に つ い て登 録 後 に つ い て

登録に関する詳細については、お気軽にご相談ください。登録に関する詳細については、お気軽にご相談ください。登録に関する詳細については、お気軽にご相談ください。

私たちと一緒に
楽しく活動しませんか？
私たちと一緒に

楽しく活動しませんか？
私たちと一緒に

楽しく活動しませんか？

関心のある活動がありましたら総合ボランティア
センターまでお気軽にお問い合わせください。

見学も大歓迎！

登録ボランティアの主な活動内容登録ボランティアの主な活動内容

おおぶ地域ねこの会アクティブおおぶ１８

大府緑化推進研究会大府緑化推進研究会 マシュマローズ

おおぶ地域ねこの会
野良猫のトラブルを減らすため、地域で適正
に管理する「地域ねこ活動」を普及
毎月最終木曜日　午後７時３０分～９時３０分
市民活動センターコラビア
植木 祐子

内　容

日　時

場　所

代表者

アクティブおおぶ１８
地域での健康体操、手や道具を使った運動、
ふれあいサロンでの食事作りの手伝いなど
随時
ふれあいサロン、市民活動センターコラビアなど
市川 朝子

内　容

日　時

場　所

代表者

大府市内の緑化推進活動や啓発活動

毎月第３日曜日　午前９時３０分～１１時３０分

セレトナなど

鈴置 史男

内　容

日　時

場　所

代表者

マシュマローズ
地域での読み聞かせ、エプロンシアター、
パネルシアター、腹話術の披露
随時
おおぶ文化交流の杜図書館など
羽月 由起子

内　容

日　時

場　所

代表者

ＳＴＥＰ３
社協に行こう！ 団体 コーディネーターが

お話をお聞きします。
登録申請手続きをします。 総合ボランティア

センター運営委員会
（年３回）による審査

承認・登録

・登録申請書
・名簿（３人以上）
・活動実績報告（直近１年）
・活動写真（２～３枚）

ご提出いただく
申請書類

個人 個人

団体 団体

団体

個 人 登 録

　個人で活動をして
いる人や、これから活
動を始めたい人が趣
味や特技をボランティ
アに活用できるよう活
動先をコーディネート
します。

グル ープ 登 録

　登録グループの情報交換
を行う連絡会を開催したり、
活動助成金（年間１万５千
円）を交付しています。
※登録グループについては、
社会福祉協議会ホームペー
ジをご覧ください。 手話・要約筆記・点字・マジック・歌・楽器の演奏・

お花・お話相手・環境整備・日本語教室・読み聞かせ・
傾聴・観光ガイド・音訳・おもちゃの修理など

活動は多種多様です！

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

令和２年度 大府市社会福祉協議会大府市社会福祉協議会

令和元年度 賛助会員会費加入実績
（法人：事業所等　１口3,000円以上）

377事業所
1,342,000円

賛助会員募集のお願い賛助会員募集のお願い

　今回の特集では、東新町の「コープ野村共和」で開催されている「ちょいcafé」を紹介します。コープ野村
共和は昭和55年に建設された、約400世帯からなる集合住宅です。住民の高齢化により、閉じこもりがちな
人や生活の困りごとが増えたことをきっかけに、住民の有
志の集まりである「ふれあいネット」が、誰もが気軽に集え
る居場所として平成30年3月にちょいcaféをOPENしまし
た。皆さんが気軽に集い、おしゃべりしながら美味しいコ
ーヒーが飲める居場所として人気があり、毎回多くの住民
が参加しています。みんなで楽しい時間を過ごせるちょい
caféに、お気軽にお越しください！

　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。

　大府市の関係機関、各団体並びに事業所各位からいただく賛助会費は、地域
福祉の充実に活用させていただいております。本年度も賛助会員の募集につき
まして、会員募集協力員が各事業所をお訪ねいたしますので、趣旨をご理解の
上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

本年度もご協力
よろしくお願いいたします！

本年度もご協力
よろしくお願いいたします！

合計

たくさんのご寄付ありがとうございました！

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

地域づくり
コーディネーターが語る！
地域づくり
コーディネーターが語る！

令和２年３月２１日～４月３０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）

大府めん’Ｓクラブ様のご意向により、
いただいたご寄付 50,000 円を

車いす (２台 )に活用させていただきました。

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

大府市仏教会様より、缶募金として各寺院の
参拝者の皆様からいただきました募金
129,242 円をご寄付いただきました。

■現　金

■物　品

浄通院参拝者一同
大府めん ́S クラブ
㈱サンスタッフ
ユニー㈱アピタ大府店

愛知用水土地改良区大府事務所
ネットワーク大府
ふじや酒店となかまたち
匿名

30,000 円
50,000 円
5,000 円
78,096 円

古切手
〃
〃
〃

桑原 功至
さわやか愛知
匿名
林　宙
貴坊の爺
かほママ
匿名
あつまり処 わのや
みつばクリニック
連合愛知
匿名

ベルマーク
〃
〃

古切手、ベルマーク
〃
〃
〃

古切手、ベルマーク、使用済プリペイドカード
手作りマスク

使い捨て携帯トイレ６００個
古切手、ベルマーク、書き損じハガキ

5vol.

來島 嘉彦さんCaféの様子

『ちょいcafé』
が住民の皆さ
んにとって楽し
く、ゆったりとし
たひと時を過ご
せる『 憩いの
場』になるよう
に取り組んでい
ます。

コープ野村共和『ちょいcafé』の紹介

延命寺（大東町）
浄通院
常福寺
庚申寺
地蔵寺
専唱院

藏福寺
祖山寺
極楽寺
良徳寺
地蔵院
一如寺

天性寺
普門寺
圓通寺
大日寺
光善寺

延命寺（米田町）

薬師寺
東光寺
長澤寺
阿弥陀寺
賢聖院
清涼寺

大府市仏教会 （順不同）
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おおぶ地域ねこの会アクティブおおぶ１８

大府緑化推進研究会大府緑化推進研究会 マシュマローズ

おおぶ地域ねこの会
野良猫のトラブルを減らすため、地域で適正
に管理する「地域ねこ活動」を普及
毎月最終木曜日　午後７時３０分～９時３０分
市民活動センターコラビア
植木 祐子

内　容

日　時

場　所

代表者

アクティブおおぶ１８
地域での健康体操、手や道具を使った運動、
ふれあいサロンでの食事作りの手伝いなど
随時
ふれあいサロン、市民活動センターコラビアなど
市川 朝子

内　容

日　時

場　所

代表者

大府市内の緑化推進活動や啓発活動

毎月第３日曜日　午前９時３０分～１１時３０分

セレトナなど

鈴置 史男

内　容

日　時

場　所

代表者

マシュマローズ
地域での読み聞かせ、エプロンシアター、
パネルシアター、腹話術の披露
随時
おおぶ文化交流の杜図書館など
羽月 由起子

内　容

日　時

場　所

代表者

ＳＴＥＰ３
社協に行こう！ 団体 コーディネーターが

お話をお聞きします。
登録申請手続きをします。 総合ボランティア

センター運営委員会
（年３回）による審査

承認・登録

・登録申請書
・名簿（３人以上）
・活動実績報告（直近１年）
・活動写真（２～３枚）

ご提出いただく
申請書類

個人 個人

団体 団体

団体

個 人 登 録

　個人で活動をして
いる人や、これから活
動を始めたい人が趣
味や特技をボランティ
アに活用できるよう活
動先をコーディネート
します。

グル ープ 登 録

　登録グループの情報交換
を行う連絡会を開催したり、
活動助成金（年間１万５千
円）を交付しています。
※登録グループについては、
社会福祉協議会ホームペー
ジをご覧ください。 手話・要約筆記・点字・マジック・歌・楽器の演奏・

お花・お話相手・環境整備・日本語教室・読み聞かせ・
傾聴・観光ガイド・音訳・おもちゃの修理など

活動は多種多様です！

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

令和２年度 大府市社会福祉協議会大府市社会福祉協議会

令和元年度 賛助会員会費加入実績
（法人：事業所等　１口3,000円以上）

377事業所
1,342,000円

賛助会員募集のお願い賛助会員募集のお願い

　今回の特集では、東新町の「コープ野村共和」で開催されている「ちょいcafé」を紹介します。コープ野村
共和は昭和55年に建設された、約400世帯からなる集合住宅です。住民の高齢化により、閉じこもりがちな
人や生活の困りごとが増えたことをきっかけに、住民の有
志の集まりである「ふれあいネット」が、誰もが気軽に集え
る居場所として平成30年3月にちょいcaféをOPENしまし
た。皆さんが気軽に集い、おしゃべりしながら美味しいコ
ーヒーが飲める居場所として人気があり、毎回多くの住民
が参加しています。みんなで楽しい時間を過ごせるちょい
caféに、お気軽にお越しください！

　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。

　大府市の関係機関、各団体並びに事業所各位からいただく賛助会費は、地域
福祉の充実に活用させていただいております。本年度も賛助会員の募集につき
まして、会員募集協力員が各事業所をお訪ねいたしますので、趣旨をご理解の
上、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

本年度もご協力
よろしくお願いいたします！

本年度もご協力
よろしくお願いいたします！

合計

たくさんのご寄付ありがとうございました！

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

地域づくり
コーディネーターが語る！
地域づくり
コーディネーターが語る！

令和２年３月２１日～４月３０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）

大府めん’Ｓクラブ様のご意向により、
いただいたご寄付 50,000 円を

車いす (２台 )に活用させていただきました。

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

大府市仏教会様より、缶募金として各寺院の
参拝者の皆様からいただきました募金
129,242 円をご寄付いただきました。

■現　金

■物　品

浄通院参拝者一同
大府めん ́S クラブ
㈱サンスタッフ
ユニー㈱アピタ大府店

愛知用水土地改良区大府事務所
ネットワーク大府
ふじや酒店となかまたち
匿名

30,000 円
50,000 円
5,000 円
78,096 円

古切手
〃
〃
〃

桑原 功至
さわやか愛知
匿名
林　宙
貴坊の爺
かほママ
匿名
あつまり処 わのや
みつばクリニック
連合愛知
匿名

ベルマーク
〃
〃

古切手、ベルマーク
〃
〃
〃

古切手、ベルマーク、使用済プリペイドカード
手作りマスク

使い捨て携帯トイレ６００個
古切手、ベルマーク、書き損じハガキ

5vol.

來島 嘉彦さんCaféの様子

『ちょいcafé』
が住民の皆さ
んにとって楽し
く、ゆったりとし
たひと時を過ご
せる『 憩いの
場』になるよう
に取り組んでい
ます。

コープ野村共和『ちょいcafé』の紹介

延命寺（大東町）
浄通院
常福寺
庚申寺
地蔵寺
専唱院

藏福寺
祖山寺
極楽寺
良徳寺
地蔵院
一如寺

天性寺
普門寺
圓通寺
大日寺
光善寺

延命寺（米田町）

薬師寺
東光寺
長澤寺
阿弥陀寺
賢聖院
清涼寺

大府市仏教会 （順不同）

7



体験① みんなでベンチを作ったり修理してみよう！
『木を削ったり、くっつけてベンチをつくるよ！』
『ベンチを分解したり、ペンキを塗ってベンチを修理するよ！』

体験② 木製おもちゃをつくってみよう！
『木製のおもちゃをつくって、みんなで遊ぼう！』

協　力：おおぶ 青春ベンチャーズ、階（きざはし）、遊友・竹伝倶楽部

　　　 どなたでも　   　　　２０名　      　　    無料！
　　　　　社会福祉協議会の窓口、電話、ＦＡＸ、メールに、７月２２日（水）までに

お申し込みください。　

対 象 定 員 受講料

申し込み

プログラム

　社会福祉協議会では、住民の憩いの場である『ふれあいベン
チ』への理解を深め、愛着が広がることを願い、ベンチづくり
を体験する木工教室を開催します。
　教室ではベンチや木製おもちゃなどをつくる、簡単な工作体
験ができます。子どもから大人まで、夏休みに特別な思い出を
つくりたい人や日曜大工に興味がある人、誰でも参加できます
ので、お気軽にご参加ください！

と        き

ところ

8月1日（土）午前9時～正午
社協会館 住所：大府市東新町一丁目２１９番地

       （マックスバリュ前）

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
ＴＥＬ：０５６２－４８－１８０５  ＦＡＸ：０５６２－４６－９５６０    メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jpお問い合わせ先

※新型コロナウィ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。

ふれあいベンチ応援企画

ベンチづくり木工教室


