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　大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」
は、福祉と教育が融合した複合施設として
平成２３年度に開設し、高齢者、障がい
者、不登校の児童・生徒など、生活にお困
りの人や家族などを支えるための総合的な
　　　　　　相談や生活支援の拠点として
　　　　　　 活動しています。

　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生
活し続けられるよう、介護・福祉・健康・医療などの
さまざまな相談に、保健師や社会福祉士などの専門
職が対応しています。
自宅での生活や介護
についてお気軽にご
相談ください。

地域づくりコーディネーターが身近な生活の困りごと
や住民の皆さんが安心して暮らせる地域づくりのため
に活動しています。
「困りごとがあり、生活に不安を感じている」「近所に心
配な人がいる」「健康維持や交流のためにサロンや趣
味の活動に参加したい」など、なんでもご相談ください！
☎（46）6360（８：３０～１７：１５）

大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」のご紹介

あなたの生活を支え、笑顔と安心と
思いやりを広げます！
あなたの生活を支え、笑顔と安心と
思いやりを広げます！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 「スピカ」は公募で選ばれた愛称で、乙女座の
１等星「スピカ」のように輝く未来への願いと、センターが笑顔『スマイル』、安心『ピース』、
思いやり『カインドネス』を与えてくれる場所になるように、という願いが込められています。

総合受付

の名称の由来の名称の由来の名称の由来

大府市高齢者相談支援センター

地域づくりコーディネーターがサポートします！

〇物忘れが多くなり、お金の管理や生活が不安
〇身体が弱ってきたので、介護保険や施設を
　利用したい
〇免許を返納して買物などが大変
〇サロンや地域の活動に参加したい

《JR東海道線の西側地域》☎（45）5455（8:30～17:15）

こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！

　子どもから大人まで、障がいや難病のある人やご
家族、地域で生活を支えている関係者の皆さんか
らの相談に応じ、ご本人やご家族の意向に沿った生
活の継続に向けて一緒
に考えます。相談員が
ゆっくりお話を伺いま
すので、お気軽にご相
談ください。

❶訪問、面接、電話でお話をお伺いします。
❷困りごとに対して、対応を一緒に考えます。
❸専門分野の機関と連携しながらチームで対応し
　ます。

大府市障がい者相談支援センター

相談のながれ

〇障がい福祉サービスを利用したい
〇子どもの発達や接し方のことで悩んでいる
〇やりたいことがあるけれど、どうしたらよいの
　かわからない
〇障がいのある子どもの生活や将来が心配
〇生活の中で困ったことがある

☎（48）3011（8:30～17:15）

こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！

高齢者の皆さま
が、悩み事や心配
事などなく、毎日
笑顔で暮らして
いけるように、お
手伝いさせてい
ただきます。

電話や窓口の対
応だけでなく訪
問もしています。
お困りのことが
ありましたら、
悩まずに何でも
ご相談ください！

おおぶ福祉特集❶

■住　　所：大府市江端町六丁目１３番地の１
■Ｔ Ｅ Ｌ：０５６２-４５-５４４７
■開館時間：午前９時から午後７時まで
■休 館 日：土・日・祝日・年末年始

●多目的ルーム①～③ 160円/１時間
●多目的ルーム④ ……   70円/１時間
●会議室 ………………  90円/１時間

相談室

スピカ広場

スピカで取り組まれている支援活動スピカで取り組まれている支援活動スピカで取り組まれている支援活動

　高齢者や障がい者への虐待は、尊厳や権利を害
するものです。暴力や暴言、金銭搾取などでお悩
みでしたらご相談ください。

虐待を受けている方だけでなく、
虐待を受けている方を発見した場
合もご連絡ください！

大府市高齢者・障がい者
虐待防止センター

大府市適応指導教室
「レインボーハウス」

大府市高齢者・障がい者
虐待防止センター

☎（45）5447（8:30～17:15） ☎（44）9400（8:30～17:00）☎（45）5447（8:30～17:15）

〇叩かれたり、怒鳴られたりしている
〇勝手に預貯金を使われてしまう

こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！

　さまざまな理由で学校に行けない子どもたちが、
交流やカウンセリングを通して、学校へ復帰したり
社会へ適応できるように支援しています。

お子様に関して心配なことがある
保護者の皆さま、一人で抱え込ん
で悩むのではなく、お気軽にご相
談ください。

大府市適応指導教室
「レインボーハウス」

☎（44）9400（8:30～17:00）

〇子どもが学校生活になじめず困っている
〇子どもの発達について心配なので相談したい

こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！こんな時にご相談ください！

　地域では、介護が必要な高齢者と障がい者
が同居している世帯や、生活困窮が背景にあ
り、複雑な問題を抱えた世帯など、一つの制度、
分野ごとの福祉サービスでは解決できないケ
ースが増えています。
　「スピカ」では、各センターや関係機関・団
体などが連携し、全ての市民が笑顔で、安心
して暮らせるまちを目指して、生活の相談や
支援に取り組んでいます。お困りのことがあ
りましたら、何でもご相談ください。

子ども・若者支援相談
☎（48）1805 ひきこもりやニートなど　毎月第１・３金曜日、第２・４火曜日

障がい者相談
☎（45）6289 障がい者の悩み事など　毎月第１木曜日 ※月により変更あり

知多地域成年後見センター巡回相談
☎（39）2663 成年後見制度の利用や申立など　毎月第１木曜日

ちた地域若者サポートステーション大府市サテライト
☎（45）6227 若者の就労など　毎月第４水曜日

大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」大府市ふれ愛サポートセンター「スピカ」
利　用　料

→
至
市
役
所

スーパー

保健センター

石ケ瀬会館

おひさま

スピカ
柊山町
５ 丁目

高齢者相談
支援センター

●支援のイメージ

虐待防止
センター

障がい者相談
支援センター

レインボー
ハウス

連携
協力
連携
協力
連携
協力

行政・
高齢障がい
支援課

関係機関
支援団体 地　域

協力者

おおぶ福祉特集❶
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１１月１４日（土）午前９時～午後５時頃　※雨天決行日　時
乗降場所　メディアス体育館おおぶ　駐車場（午前８時３０分集合）

協　　力　  大府市手をつなぐ育成会
対　　象　  療育手帳をお持ちの人とその家族で、親子で参加できる人
　　　　　  子どもだけの参加はできません。

定　　員　  ６０名（先着順）　バス３台　※定員に達した時点で募集を終了します。
　　　　　  ※密集状態を防ぐため、バス定員の半数の乗車とします。また、マスクの着用をお願いします。

参 加 費　  １人１，０００円（入園料、お弁当・お茶含む）ただし、３歳以下は無料（お弁当・お茶なし）
申し込み　  １０月６日（火）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。

はままつフラワーパーク・浜松市動物園
（静岡県浜松市）

行き先

１１月２６日（木）午後１時３０分～日　時

メディアス体育館おおぶ（大府市民体育館）会　場
対　　象　  ＊ダイヤモンド婚＊

　　　　　  昭和３５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４５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

申し込み　  ８月３１日（月）までに申込書（窓口に用意しています）を社会福祉協議会または、市役所高齢障がい
　　　　　  支援課まで

　　　　　  ※令和元年度以前に、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及び婚姻日を証明できるものをご提出ください。

そ の 他　  祝う会にご出席されるご夫婦にお渡しする記念写真の撮影を、１０月２２日（木）の午前１０時から

　　　　　  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。

行　　程
メディアス体育館おおぶ出発

（９：００）

メディアス体育館おおぶ着
（１７：００）

はままつフラワーパーク
浜松市動物園

（１０：４０～１４：４０）

心身障がい（児）者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！

　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。

おおぶ福祉特集❷

大
府
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令和
元年度社会福祉協議会費

市民の皆様・各種団体・事務所の方々から
事業を行うためにご協力をいただいた会費

収入合計  432,504,708円

8,090,200円
補助金・助成金
市及び県社協からの事業を
行うための補助・助成

22,187,818円

財産収入・寄付金他
繰入金・寄付金・預金利子
・財政調整基金取崩収入など

14,404,728円

事業収入

基金残高

介護保険事業収入・参加費収入など

177,560,182円

居住介護支援事業費
介護保険法に基づくケアプラン作成業務などを行う費用
（横根介護プランセンター・長草介護プランセンター）

27,999,313円
老人デイサービス
センター事業費
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）

120,675,988円
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）

23,275,279円

高齢者相談支援センター事業費
高齢者及びその家族の相談支援を行うための費用

76,259,694円

共同募金分配金
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

11,497,225円

法人運営事業費
社会福祉協議会を運営してい
くための費用

84,208,886円
福祉育成等事業費
（共同募金配分金）
ふれあいサロンなど身近な地
域での福祉活動や歳末たすけ
あいなどの共同募金運動によ
る指定事業を行うための費用

13,316,014円
総合ボランティア
センター事業費
（共同募金配分金）
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

2,935,567円
福祉教育推進事業費
（共同募金配分金）
福祉教育事業、社会福祉推進
校事業などの事業を行う費用

1,207,970円

生活福祉資金貸付業務などを
行うための費用

1,243,895円

受託金
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

198,764,555円

支出合計  431,096,913円

資金貸付事業費市及び県社協からの受託に
より高齢者福祉、児童福祉、
障がい者福祉などを推進す
るための費用

79,974,307円

受託事業費収 入 決 算 額

支 出 決 算 額

当期資金収支差額

前期未支払資金残高

当期未支払資金残高

432,504,708円
431,096,913円
1,407,795円
59,074,093円
60,481,888円

社会福祉基金
財政調整基金
退職積立金

(前年差異
(前年差異
(前年差異

）
）
）

76,000,000円
12,175,126円
55,654,176円

0円
△10,160,290円
4,368,173円
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１１月１４日（土）午前９時～午後５時頃　※雨天決行日　時
乗降場所　メディアス体育館おおぶ　駐車場（午前８時３０分集合）

協　　力　  大府市手をつなぐ育成会
対　　象　  療育手帳をお持ちの人とその家族で、親子で参加できる人
　　　　　  子どもだけの参加はできません。

定　　員　  ６０名（先着順）　バス３台　※定員に達した時点で募集を終了します。
　　　　　  ※密集状態を防ぐため、バス定員の半数の乗車とします。また、マスクの着用をお願いします。

参 加 費　  １人１，０００円（入園料、お弁当・お茶含む）ただし、３歳以下は無料（お弁当・お茶なし）
申し込み　  １０月６日（火）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。

はままつフラワーパーク・浜松市動物園
（静岡県浜松市）

行き先

１１月２６日（木）午後１時３０分～日　時

メディアス体育館おおぶ（大府市民体育館）会　場
対　　象　  ＊ダイヤモンド婚＊

　　　　　  昭和３５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４５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

申し込み　  ８月３１日（月）までに申込書（窓口に用意しています）を社会福祉協議会または、市役所高齢障がい
　　　　　  支援課まで

　　　　　  ※令和元年度以前に、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及び婚姻日を証明できるものをご提出ください。

そ の 他　  祝う会にご出席されるご夫婦にお渡しする記念写真の撮影を、１０月２２日（木）の午前１０時から

　　　　　  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。

行　　程
メディアス体育館おおぶ出発

（９：００）

メディアス体育館おおぶ着
（１７：００）

はままつフラワーパーク
浜松市動物園

（１０：４０～１４：４０）

心身障がい（児）者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！

　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。

おおぶ福祉特集❷

大
府
市
社
会
福
祉
協
議
会
決
算
報
告

令和
元年度社会福祉協議会費

市民の皆様・各種団体・事務所の方々から
事業を行うためにご協力をいただいた会費

収入合計  432,504,708円

8,090,200円
補助金・助成金
市及び県社協からの事業を
行うための補助・助成

22,187,818円

財産収入・寄付金他
繰入金・寄付金・預金利子
・財政調整基金取崩収入など

14,404,728円

事業収入

基金残高

介護保険事業収入・参加費収入など

177,560,182円

居住介護支援事業費
介護保険法に基づくケアプラン作成業務などを行う費用
（横根介護プランセンター・長草介護プランセンター）

27,999,313円
老人デイサービス
センター事業費
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）

120,675,988円
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）

23,275,279円

高齢者相談支援センター事業費
高齢者及びその家族の相談支援を行うための費用

76,259,694円

共同募金分配金
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

11,497,225円

法人運営事業費
社会福祉協議会を運営してい
くための費用

84,208,886円
福祉育成等事業費
（共同募金配分金）
ふれあいサロンなど身近な地
域での福祉活動や歳末たすけ
あいなどの共同募金運動によ
る指定事業を行うための費用

13,316,014円
総合ボランティア
センター事業費
（共同募金配分金）
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

2,935,567円
福祉教育推進事業費
（共同募金配分金）
福祉教育事業、社会福祉推進
校事業などの事業を行う費用

1,207,970円

生活福祉資金貸付業務などを
行うための費用

1,243,895円

受託金
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

198,764,555円

支出合計  431,096,913円

資金貸付事業費市及び県社協からの受託に
より高齢者福祉、児童福祉、
障がい者福祉などを推進す
るための費用

79,974,307円

受託事業費収 入 決 算 額

支 出 決 算 額

当期資金収支差額

前期未支払資金残高

当期未支払資金残高

432,504,708円
431,096,913円
1,407,795円
59,074,093円
60,481,888円

社会福祉基金
財政調整基金
退職積立金

(前年差異
(前年差異
(前年差異

）
）
）

76,000,000円
12,175,126円
55,654,176円

0円
△10,160,290円
4,368,173円
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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 市内福祉施設、病院等の
ボランティア大募集！

【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！

高齢者関係

障がい者関係

① 子どもの遊び相手
② お話相手
③ 入浴後の整髪

あけび苑 （江端町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑨ ⑩
[日　時] 平日９時～16時の都合のつく日
[連絡先] 48-3023　　[担　当] 松田

④ 移動（車いすなど）の手伝い
⑤ 利用者さんと作業を一緒する
⑥ 行事の手伝い

⑦ 喫茶の手伝い
⑧ 環境整備（清掃、備品の掃除、花壇の手入れ等）
⑨ レクリエーションを一緒に楽しむ

⑩ 特技や趣味を活かしたレクリエーション
　 （踊り･演奏･手品･体操･囲碁･将棋･裁縫など）

⑪ その他

子ども関係

ひだまり （江端町）
[内　容] ② ⑤ ⑨ ⑩
[日　時] 平日9時半～15時半
[連絡先] 44-0193　　[担　当] 杉原

就職トレーニングセンター （共和町）
[内　容] ⑧
[日　時] 月～金曜　9時半～15時半
[連絡先] 85-6101　　[担　当] 青木

みらいネクスト （長草町）
[内　容] ⑤
[日　時] 月～金曜（祝日除く）10時～15時
[連絡先] 47-4777　 [担当] 竹内・森川

東あけび苑 （横根町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑨
[日　時] 平日９時～16時（応相談）
[連絡先] 44-2522　　[担　当] 小嶋

たくと大府 （横根町）
[内容] ④ ⑤ ⑨ ⑩
[日時] 平日９時～15時
[連絡先] 85-7103　　[担　当] 林

サンサン大府 （半月町）
[内　容] ② ⑤
[日　時] 平日９時半～15時半（応相談）
[連絡先] 46-6260　　[担　当] 若山

㈱アース （横根町）
[内　容] ⑤
[日　時] 随時
[連絡先] 45-5311　　[担　当] 澤田

憩の郷 （半月町）
[内　容] ② ⑨ ⑩
[日　時] 月～金曜　9時～17時（応相談）
[連絡先] 45-5820　　[担　当] 佐藤

大府市発達支援センターおひさま （江端町）
[内　容] ①
[日　時] 月、火、木、金曜　
　　　　  9時半～15時（応相談）
[連絡先] 47-7834　　[担　当] 奥田

発達支援センターみのり （森岡町）
[内　容] ① ⑨
[日　時] 月～金曜　平日10時～12時
[連絡先] 38-6050　　[担　当] 水上

こども発達支援リ･ハビリ初音 （吉川町）
[内　容] ① ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 随時
[連絡先] 48-6371　　[担　当] 前原

わかばの杜・大府 （半月町）
[内　容] ⑧ ⑩
[日　時] 土、祝、長期休(月～金)
　　　　13時半～（応相談）
[連絡先] 45-4668　　[担　当] 横山

みらいビジョン大府 （江端町）
[内　容] ①
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-8822　　[担　当] 榊原

はっぴいわん大府 （江端町・長草町）
[内　容] ⑦ ⑪（食事作り）
[日　時] 月～金曜　9時～15時
[連絡先] 090-3853-4238　[担当] 久保田

介護付有料老人ホーム 長寿の郷 （柊山町）
[内　容] ⑥ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜、9時～18時
[連絡先] 85-1234　　[担　当] 大田

特別養護老人ホーム 大府の郷 （長草町）
[内　容] ② ③ ⑦ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜、10時～16時（応相談）
[連絡先] 48-8844　　[担　当] 近藤

住宅型有料老人ホーム すみれの丘 （梶田町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～金曜　14時～15時（応相談）
[連絡先] 44-1811　　[担　当] 安藤

さわやかデイサービス （共栄町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜　10時～15時
[連絡先] 44-0779　[担当] 近藤・榊原

共和病院 （梶田町）
[内　容] ② ⑧ ⑩
[日　時] 平日9時～15時（応相談）
[連絡先] 46-2222　[担当] 大前・丸山

長草デイサービスセンター （長草町）
[内　容] ③ ⑩
[日　時] 月～土曜10時～15時（応相談）
[連絡先] 44-6662　　[担　当] 山中

ニチイケアセンター大府 （東新町）
[内　容] ⑩
[日　時] 平日 14時～15時
[連絡先] 43-7561　　[担　当] 大竹

パナソニックエイジフリー 大府デイサービス （追分町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 43-9455　[担当] 久田・北原

グループホーム わかくさ （若草町）
[内　容] ② ⑧ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-2254　　[担　当] 小森

追分デイサービス 「このゆびとまれ」 （追分町）
[内　容] ② ⑤ ⑨
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 48-8220　　[担　当] 尾関

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）
[連絡先] 85-7058　　[担　当] 宮本

岩上苔 海雲 （横根町）
[内　容] ⑩
[日　時] 応相談
[連絡先] 48-2611　　[担　当] 竹井

通所介護事業所 あいこでしょ （森岡町）
[内　容] ② ③ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 85-7068　　[担　当] 新美

デイパーク大府 （横根町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～日曜　9時～17時
[連絡先] 44-8294　[担当] 市原・向田

ネットワークみやび （森岡町）
[内　容] ② ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 随時
[連絡先] 85-1131　　[担　当] ]大橋

大府市デイサービスセンター （横根町）
[内　容] ② ③ ⑥ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜  9時～16時半（応相談）
[連絡先] 44-3993　　[担　当] 寺端

国立長寿医療研究センター （森岡町）
[内　容] ④
[日　時] 随時
[連絡先] 46-2311　　[担　当] 医事課

デイサービス アップルの丘
有料老人ホーム ピッコロの丘 （横根町）
[内　容] ③ ⑧ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 48-4811　　[担　当] 塚﨑

愛厚ホーム大府苑 （森岡町）
[内　容] ② ③ ⑥ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜（応相談）
[連絡先] 48-3121　　[担　当] 倉知

さわやかの丘 （半月町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～日曜  13時半～14時半（応相談）
[連絡先] 47-7190　　[担　当] 成田

デイサービス キューオーエル大府 （宮内町）
[内　容] ② ⑥ ⑨ ⑩
[日　時] 月～金曜 13時～16時（応相談）
[連絡先] 57-3105　　[担　当] 伴

通所介護事業所 レモンの樹大府 （宮内町）
[内　容] ② ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜、10時～12時、13時～15時
[連絡先] 44-6500　　[担　当] 新田

フラワーサーチ大府 （半月町）
[内　容] ③ ⑩
[日　時] 月～土曜　10時～11時、15時～16時
[連絡先] 44－1616　　[担　当] 畠山

ショートステイ らくる大府 （吉川町）
[内　容] ⑩
[日　時] 随時（応相談）
[連絡先] 85-6644　　[担　当] 澤邉

グループホーム さくらぎ庵 （桜木町）
[内　容] ⑨ ⑩
[日　時] 月～日曜（応相談）
[連絡先] 85-6547　　[担　当] 平塚

あい愛おおぶ （吉田町）
[内　容] ② ③ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-3288　　[担　当] 鈴口

さふらん大府 （吉田町）
[内　容] ⑧ ⑩
[日　時] 平日午後
[連絡先] 45-5910　　[担　当] 桃井

デイサービスセンター
ゆずの里・すずらんの里 （梶田町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土 曜9時15分～16時30分（応相談）
[連絡先] 46-1301　　[担　当] 熊谷

グループホーム いこいの家 （吉田町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 45-6345　　[担　当] 山田

介護付有料老人ホーム
ケアビレッジさくらぎ （桜木町）

※新型コロナウイルスの感染状況によって、ボランティアの受け入れを中止する
　場合がありますので、ご了承ください。

きっと素敵な体験が
 あなたを待っています。

活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

[内　容] ② ⑩
[日　時] 月～日曜　13時半～14時半
[連絡先] 45-5245　　[担　当] 斜木

「楽しく、無理なく
継続的に」

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！

ふれあいベンチ基金

JAあいち知多女性部大府地域様より
食糧をご寄付いただきました！

令和２年５月１日～６月３０日

令和２年５月１日～６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）

　今年は、新型コロナウイルスにより、「新たな生活様式」における「三密を避けながら」熱中症予防を心がける
必要があります。健康で安全な生活を心がけ、厳しい夏を乗り越えましょう！

大府市老人クラブ連合会の愛称発表について 本会ホームページ及び「おおぶの福祉 10月１日号」に掲載させていいただきます。

★★★「新たな生活様式」における熱中症予防のポイント★★★★★★「新たな生活様式」における熱中症予防のポイント★★★

これらの善意は、ふれあいベンチ基金
に積み立てさせていただきます。

■現　金

■物　品

浄通院参拝者
深谷 友造
おおぶ防災ボランティア
匿名
匿名

㈱建栄不動産
㈱吉見製作所
トルクシステム㈱
広川レディースクリニック
柏木産業㈱
ネットワーク大府
ふじや酒店となかまたち
共和M
匿名
ゆうほバレエスタジオ
ＪＡあいち知多女性部大府地域

30,000 円
100,000 円
10,000 円
100,000 円
20,000 円

古切手
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

お菓子
食料

貴坊の爺
かほママ
さわやか愛知
匿名
匿名
ソーイングスクール大府
ほぐし処 福路
匿名
匿名

古切手、ベルマーク
〃
〃
〃

ベルマーク
防護服、フェイスシールド 他

ハンドジェル
未使用切手

書き損じハガキ

●匿名 15,000 円

24vol.

覆うマスクによって熱がこもりやすくなっています。健康管理をしっかりしましょう。

視野を広げて周囲の人を気にかけましょう。小さい子どもや高齢者は熱中症を
起こしやすいため注意が必要です。

距離を十分確保（２ｍ）して適宜マスクを外しましょう。

分割して水分を摂りましょう。【目安は１日1.2ℓ】塩分補給も大切です。

連絡先 ／ 高齢者相談支援センター ●JR西側 (ふれ愛サポートセンター内 )45-5455 ●JR東側 (大府市社会福祉協議会内 )48-1805

≪問い合わせ先≫　大府市共同募金委員会（社会福祉協議会内）TEL:48-1805

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

おお
ぶ

しゃ

きょう

『おおぶしゃきょう』でこの夏を
乗り切ろう！

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！

令和２年７月豪雨災害義援金を募集しています

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！

ソーイングスクール
大府様より、防護服、
フェイスシールド
などをご寄付
いただきました！

JAあいち知多女性部
大府地域様より
食料をご寄付
いただきました！

ソーイングスクール
大府様より、防護服、
フェイスシールド
などをご寄付
いただきました！

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
　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。

　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、義援金の募集を行っています。
　義援金は、義援金配分委員会を通じて、被災された方々のもとに届けられます。

高齢者相談支援センター
だより
高齢者相談支援センター
だより

JAあいち知多女性部
大府地域様より
食料をご寄付
いただきました！
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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 市内福祉施設、病院等の
ボランティア大募集！

【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！

高齢者関係

障がい者関係

① 子どもの遊び相手
② お話相手
③ 入浴後の整髪

あけび苑 （江端町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑨ ⑩
[日　時] 平日９時～16時の都合のつく日
[連絡先] 48-3023　　[担　当] 松田

④ 移動（車いすなど）の手伝い
⑤ 利用者さんと作業を一緒する
⑥ 行事の手伝い

⑦ 喫茶の手伝い
⑧ 環境整備（清掃、備品の掃除、花壇の手入れ等）
⑨ レクリエーションを一緒に楽しむ

⑩ 特技や趣味を活かしたレクリエーション
　 （踊り･演奏･手品･体操･囲碁･将棋･裁縫など）

⑪ その他

子ども関係

ひだまり （江端町）
[内　容] ② ⑤ ⑨ ⑩
[日　時] 平日9時半～15時半
[連絡先] 44-0193　　[担　当] 杉原

就職トレーニングセンター （共和町）
[内　容] ⑧
[日　時] 月～金曜　9時半～15時半
[連絡先] 85-6101　　[担　当] 青木

みらいネクスト （長草町）
[内　容] ⑤
[日　時] 月～金曜（祝日除く）10時～15時
[連絡先] 47-4777　 [担当] 竹内・森川

東あけび苑 （横根町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑨
[日　時] 平日９時～16時（応相談）
[連絡先] 44-2522　　[担　当] 小嶋

たくと大府 （横根町）
[内容] ④ ⑤ ⑨ ⑩
[日時] 平日９時～15時
[連絡先] 85-7103　　[担　当] 林

サンサン大府 （半月町）
[内　容] ② ⑤
[日　時] 平日９時半～15時半（応相談）
[連絡先] 46-6260　　[担　当] 若山

㈱アース （横根町）
[内　容] ⑤
[日　時] 随時
[連絡先] 45-5311　　[担　当] 澤田

憩の郷 （半月町）
[内　容] ② ⑨ ⑩
[日　時] 月～金曜　9時～17時（応相談）
[連絡先] 45-5820　　[担　当] 佐藤

大府市発達支援センターおひさま （江端町）
[内　容] ①
[日　時] 月、火、木、金曜　
　　　　  9時半～15時（応相談）
[連絡先] 47-7834　　[担　当] 奥田

発達支援センターみのり （森岡町）
[内　容] ① ⑨
[日　時] 月～金曜　平日10時～12時
[連絡先] 38-6050　　[担　当] 水上

こども発達支援リ･ハビリ初音 （吉川町）
[内　容] ① ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 随時
[連絡先] 48-6371　　[担　当] 前原

わかばの杜・大府 （半月町）
[内　容] ⑧ ⑩
[日　時] 土、祝、長期休(月～金)
　　　　13時半～（応相談）
[連絡先] 45-4668　　[担　当] 横山

みらいビジョン大府 （江端町）
[内　容] ①
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-8822　　[担　当] 榊原

はっぴいわん大府 （江端町・長草町）
[内　容] ⑦ ⑪（食事作り）
[日　時] 月～金曜　9時～15時
[連絡先] 090-3853-4238　[担当] 久保田

介護付有料老人ホーム 長寿の郷 （柊山町）
[内　容] ⑥ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜、9時～18時
[連絡先] 85-1234　　[担　当] 大田

特別養護老人ホーム 大府の郷 （長草町）
[内　容] ② ③ ⑦ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜、10時～16時（応相談）
[連絡先] 48-8844　　[担　当] 近藤

住宅型有料老人ホーム すみれの丘 （梶田町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～金曜　14時～15時（応相談）
[連絡先] 44-1811　　[担　当] 安藤

さわやかデイサービス （共栄町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜　10時～15時
[連絡先] 44-0779　[担当] 近藤・榊原

共和病院 （梶田町）
[内　容] ② ⑧ ⑩
[日　時] 平日9時～15時（応相談）
[連絡先] 46-2222　[担当] 大前・丸山

長草デイサービスセンター （長草町）
[内　容] ③ ⑩
[日　時] 月～土曜10時～15時（応相談）
[連絡先] 44-6662　　[担　当] 山中

ニチイケアセンター大府 （東新町）
[内　容] ⑩
[日　時] 平日 14時～15時
[連絡先] 43-7561　　[担　当] 大竹

パナソニックエイジフリー 大府デイサービス （追分町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 43-9455　[担当] 久田・北原

グループホーム わかくさ （若草町）
[内　容] ② ⑧ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-2254　　[担　当] 小森

追分デイサービス 「このゆびとまれ」 （追分町）
[内　容] ② ⑤ ⑨
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 48-8220　　[担　当] 尾関

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）
[連絡先] 85-7058　　[担　当] 宮本

岩上苔 海雲 （横根町）
[内　容] ⑩
[日　時] 応相談
[連絡先] 48-2611　　[担　当] 竹井

通所介護事業所 あいこでしょ （森岡町）
[内　容] ② ③ ⑤ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 85-7068　　[担　当] 新美

デイパーク大府 （横根町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～日曜　9時～17時
[連絡先] 44-8294　[担当] 市原・向田

ネットワークみやび （森岡町）
[内　容] ② ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 随時
[連絡先] 85-1131　　[担　当] ]大橋

大府市デイサービスセンター （横根町）
[内　容] ② ③ ⑥ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜  9時～16時半（応相談）
[連絡先] 44-3993　　[担　当] 寺端

国立長寿医療研究センター （森岡町）
[内　容] ④
[日　時] 随時
[連絡先] 46-2311　　[担　当] 医事課

デイサービス アップルの丘
有料老人ホーム ピッコロの丘 （横根町）
[内　容] ③ ⑧ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 48-4811　　[担　当] 塚﨑

愛厚ホーム大府苑 （森岡町）
[内　容] ② ③ ⑥ ⑧ ⑩
[日　時] 月～日曜（応相談）
[連絡先] 48-3121　　[担　当] 倉知

さわやかの丘 （半月町）
[内　容] ⑩
[日　時] 月～日曜  13時半～14時半（応相談）
[連絡先] 47-7190　　[担　当] 成田

デイサービス キューオーエル大府 （宮内町）
[内　容] ② ⑥ ⑨ ⑩
[日　時] 月～金曜 13時～16時（応相談）
[連絡先] 57-3105　　[担　当] 伴

通所介護事業所 レモンの樹大府 （宮内町）
[内　容] ② ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜、10時～12時、13時～15時
[連絡先] 44-6500　　[担　当] 新田

フラワーサーチ大府 （半月町）
[内　容] ③ ⑩
[日　時] 月～土曜　10時～11時、15時～16時
[連絡先] 44－1616　　[担　当] 畠山

ショートステイ らくる大府 （吉川町）
[内　容] ⑩
[日　時] 随時（応相談）
[連絡先] 85-6644　　[担　当] 澤邉

グループホーム さくらぎ庵 （桜木町）
[内　容] ⑨ ⑩
[日　時] 月～日曜（応相談）
[連絡先] 85-6547　　[担　当] 平塚

あい愛おおぶ （吉田町）
[内　容] ② ③ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 47-3288　　[担　当] 鈴口

さふらん大府 （吉田町）
[内　容] ⑧ ⑩
[日　時] 平日午後
[連絡先] 45-5910　　[担　当] 桃井

デイサービスセンター
ゆずの里・すずらんの里 （梶田町）
[内　容] ② ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土 曜9時15分～16時30分（応相談）
[連絡先] 46-1301　　[担　当] 熊谷

グループホーム いこいの家 （吉田町）
[内　容] ② ⑤ ⑥ ⑧ ⑨ ⑩
[日　時] 月～土曜（応相談）
[連絡先] 45-6345　　[担　当] 山田

介護付有料老人ホーム
ケアビレッジさくらぎ （桜木町）

※新型コロナウイルスの感染状況によって、ボランティアの受け入れを中止する
　場合がありますので、ご了承ください。

きっと素敵な体験が
 あなたを待っています。

活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

「楽しく、無理なく
継続的に」
活動しましょう！

[内　容] ② ⑩
[日　時] 月～日曜　13時半～14時半
[連絡先] 45-5245　　[担　当] 斜木

「楽しく、無理なく
継続的に」

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！

ふれあいベンチ基金

JAあいち知多女性部大府地域様より
食糧をご寄付いただきました！
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　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）

　今年は、新型コロナウイルスにより、「新たな生活様式」における「三密を避けながら」熱中症予防を心がける
必要があります。健康で安全な生活を心がけ、厳しい夏を乗り越えましょう！
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★★★「新たな生活様式」における熱中症予防のポイント★★★★★★「新たな生活様式」における熱中症予防のポイント★★★
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に積み立てさせていただきます。
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浄通院参拝者
深谷 友造
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覆うマスクによって熱がこもりやすくなっています。健康管理をしっかりしましょう。

視野を広げて周囲の人を気にかけましょう。小さい子どもや高齢者は熱中症を
起こしやすいため注意が必要です。

距離を十分確保（２ｍ）して適宜マスクを外しましょう。

分割して水分を摂りましょう。【目安は１日1.2ℓ】塩分補給も大切です。

連絡先 ／ 高齢者相談支援センター ●JR西側 (ふれ愛サポートセンター内 )45-5455 ●JR東側 (大府市社会福祉協議会内 )48-1805

≪問い合わせ先≫　大府市共同募金委員会（社会福祉協議会内）TEL:48-1805

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

おお
ぶ

しゃ

きょう

『おおぶしゃきょう』でこの夏を
乗り切ろう！

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！

令和２年７月豪雨災害義援金を募集しています

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！

ソーイングスクール
大府様より、防護服、
フェイスシールド
などをご寄付
いただきました！

JAあいち知多女性部
大府地域様より
食料をご寄付
いただきました！

ソーイングスクール
大府様より、防護服、
フェイスシールド
などをご寄付
いただきました！

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
　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。

　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、義援金の募集を行っています。
　義援金は、義援金配分委員会を通じて、被災された方々のもとに届けられます。

高齢者相談支援センター
だより
高齢者相談支援センター
だより

JAあいち知多女性部
大府地域様より
食料をご寄付
いただきました！
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※新型コロナウイルス感染症の影響により、開催が中止と

なる場合があります。カフェの開催情報や第４回以降の

内容については、社会福祉協議会ホームページをご確認

いただくか、下記連絡先までお問い合わせください。

　ひきこもりや不登校について悩みを抱える家族が、家族としての想いや経験を共有したり、本人への関わり
方や支援の方法について情報交換したりするための場所です。毎回、違うテーマのミニ勉強会と、ゆるやかな
雰囲気で家族交流会を開催しています。

　大府市では、不登校やひきこもりに悩む本人や家族のための無料相談「子ども・若者支援相談」 を
実施しています。相談では専門の相談員が本人や家族の不安や悩みを伺います。相談日は月に４回で
事前予約が必要です。下記連絡先までお問い合わせください。

学校や職場に通うことができない 自室や家から出られない 昼夜逆転の生活を送っている

　不登校やひきこもりは、ストレスや周りの環境、精神的な病気や発達の問題などさまざまな要因が
絡みあい、人や社会とつながることが困難になっている状態です。本人が甘えている・怠けているだけ、
親の育て方が悪かったと誤解されがちですが、決してそうではありません。
　家族だけで抱えこまず、専門の機関に相談し、状況に応じた適切な接し方や支援を一緒に考えて
いきましょう。

TEL ： 0562-４８-１８０５　FAX ： 0562-４６-９５６０
メール ： obu-fuku@ma.medias.ne.jp

回　数

第１回

第２回

第３回

  ８月３０日（日）

  ９月２７日（日）

１０月２５日（日）

第４回
第５回
第６回
第７回

１１月２２日（日）
１２月１８日（金）

令和3年1月24日(日)
令和3年2月21日(日)

不登校やひきこもりってどんなもの？ 
　　　　    ～本人への関わり方を知ろう～

インターネット・ゲーム依存について考えよう

中学校卒業後の進路について考えよう
     ～進学や就職へ向けたさまざまな支援～

日　　　　程 ミ ニ 勉 強 会 テ ー マ

無料
不要です。直接会場までお越しください。

◆アド バ イ ザ ー ： 木田 隆顕氏 （訪問サポートみつ屋 代表）
◆ゲストアドバイザー ： 不登校・ひきこもり支援者　※各回で異なります
【お願い】 感染症対策のためマスクの着用、入口で検温と手指消毒にご協力をお願いいたします。

会　場 ミューいしがせ（石ヶ瀬会館） ２階  大会議室
時　間 参加費

申込み

午前１０時～正午

大府市社会福祉協議会

不登校やひきこもりに悩む家族のための

に参加してみませんか？

不登校やひきこもりに悩む家族のための

に参加してみませんか？

「ふぁみり～Cafe」についての問い合わせ / 「子ども・若者支援相談」の予約はコチラまで　

不登校 や ひきこもり で 悩んでいませんか？不登校 や ひきこもり で 悩んでいませんか？

ふぁみり～Cafeふぁみり～Cafe

秘密は
厳守します

話したくない
ことは

話さなくてＯＫ

話したくない
ことは

話さなくてＯＫ


