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大府南中学校の福祉学習の取組の紹介おおぶ福祉特集①

みんなで認知症の人や家族を支える活動に参加しよう！おおぶ福祉特集②
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▲大府南中学校での福祉学習の様子



《福祉学習のイメージとプログラムの構成》《福祉学習のイメージとプログラムの構成》

　学習プログラムでは、福祉オリエンテーションで「福祉」や
「50年後の社会」への理解を深め、生徒自身の関心事を基に、
個別に「マイテーマ」を設定しました。そして、マイテーマへ
の理解をさらに深めるため、ボランティア活動者、障がい当事
者、企業、市役所、社会福祉協議会などのさまざまな協力者に
よる、テーマに沿った課題設定のための授業を実施しました。
　生徒からは「高齢者や障がい者など、いろいろな人が暮ら
していることを知った」「街には困難（バリア）が多くあること
を知った」などの意見があり、生徒の気づきや関心の高まり
が、その後の個別学習の動機につながりました。

僕は「車いす」について学習しました。機能も大事だけど、利
用者の気持ちになって接することが大切だということを学
びました。障がいのある人が安心して、快適に生活できる社
会になってほしいです。

私は「介護」について学習しました。認知症の人や関わる人
たちが安心できる介護法を考えていきたいです。そして、高
齢者や地域の人が幸せに暮らせるように、人と人のつながり
を大事にしたいです。

高齢者施設の理解

各プログラムの様子

将来の地域を担う

AIロボット 車いす

盲導犬

ユニバーサルデザイン

障がいの理解

浅田 識音さん

星野 あずきさん

三輪 涼々菜さん 家田 琴菜さん

亀谷 寛人先生

認知症

福祉オリエンテーションの様子

発表会の様子

　今回の福祉学習では、生徒の意欲的な個別学習により、多くの気づ

きと学びを得ることができました。このような学習や活動を積み重ね

ることが、生徒の郷土愛を育み、将来の地域を担う人材の育成につな

がります。大府南中学校では「誰もが幸せに生活できる大府市の実

現」を目指して、今後も福祉学習に取り組んでいきます。

　 ５０年後の大府市（生徒意見抜粋）
●ユニバーサルデザインやバリアフリーを取り入れた建物や物がたくさん
　ある福祉のまちになってほしい。
●補助犬も一緒に入れるお店がもっと増えてほしい。
●自分も大人になったら募金活動などに参加して、みんなで協力して
　明るい社会を作っていける存在になりたい。
●人間とロボットが一緒に笑ったり、自動運転がもっと便利になったりして
　交通事故がなくなったらいいな。
●みんなが認知症の人に優しく接することができる市になってほしい。
●障がいのある人もない人も、みんなが幸せだと思える市にしたい。
●困っている人がいたら手伝ったり、他の人の立場になって考えたり、普段
　から気づかうことのできる思いやりのあるまちになってほしい。

生徒の皆さんには60歳を超
える「50年後の大府市」につ
いて考えてもらいました。自
分の事として、全ての人が共
生できる理想の大府市をみん
なでつくりあげましょう!

　大府南中学校では、『５０年後の理想の大府市を考える』をテーマに、１年生の生徒たちが、自分が高齢者と
なる５０年後の大府市が「誰もが幸せに生活できる都市」になるように考えてきました。今回のおおぶ福祉特集
では、将来を担う子どもたちを育む、大府南中学校の福祉学習を紹介します。

　大府南中学校では、福祉施設が多く立地する環
境や高齢化の進む地域の状況を踏まえ、福祉施設
でのボランティア体験・交流による福祉学習を進
めてきました。
　しかし、今年度はコロナ禍の影響により、施設で
の活動ができないことから、これまでの学習プロ
グラムを変更し、生徒自身が高齢者となる「５０年
後の理想の大府市を考える」をテーマに、生徒の問
題解決力と主体性を育む学習に取り組みました。

問題解決的学習を通して生徒の主体性を育む

マイテーマによる学習・関心事への意欲向上

こんな施設
があるとい
いなあ

こんな工夫
があるとい
いなあ

こんな仕組
みがあると
いいなあ

こんなシス
テムがあれ
ばいいなあ

こんな技術があ
ればいいなあ

私たちが考える
50年後の
理想の大府市

プログラムの構成 
1 事前オリエンテーション 学習プログラムの趣旨説明 

2 福祉オリエンテーション 授業：福祉と 50年後の社会の理解 

3 マイテーマ設定 自分の関心事からテーマを設定 

4 テーマ別に学習・インタビュー 授業：テーマごとに理解促進・体験 

5 個別学習 各自研究し、報告書を作成 

6 グループ検討会 意見交換と内容の検討 

7 テーマ別に指導・助言 授業：助言による修正と深い理解 

ICTを活用した、発表、共有、まとめ 会表発 8

～ 大府南中学校の福祉学習の取組 ～～ 大府南中学校の福祉学習の取組 ～

マイテーマの設定と問題解決思考の醸成

誰もが幸せに生活ができる大府市の実現誰もが幸せに生活ができる大府市の実現

おおぶ福祉特集①おおぶ福祉特集①
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おおぶオレンジサポーターの活動例
認知症の人の社会参加、生きがいづくり、余暇活動の支援、見守り、話し相手など、無理のない
範囲で活動します。
□同じ趣味を一緒に楽しむ　　　　　□話し相手、ちょっとした生活の手助け（ゴミ出しなど）
□認知症啓発活動　　　　　　　　  □認知症カフェ、本人交流会のサポート　　　　など

　認知症とは、脳の病気による記憶力や判断力の低下によって、日常生活や社会生活に支障が出ている
状態です。65歳以上の7人に１人、85歳以上の4人に１人に認知症が出現すると言われており、加齢に伴い
出現率が高くなります。今回のおおぶ福祉特集では、認知症になっても安心して暮らせるまちになるように、
わたしたちにできることについて考えてみましょう！

　認知症サポーターや認知症についてより理解を深めたい人を対象に、フォローアップ講座を開催しました。
今年度は「認知症の人が毎日何を感じ、どのように暮らしているか」「認知症の人を介護する家族はどのような
気持ちで生活しているか」などをテーマとしたプログラムを実施しました。

大府市の認知症支援の取組（抜粋）

おおぶオレンジサポータ―に参加しませんか

認知症サポーターフォローアップ講座をとおして

長寿大国に生きる
　日本人の平均寿命は女性 87.45 歳（世界第
1 位）、男性 81.41 歳（世界第 2 位）となっ
ており、世界でも類を見ない長寿大国となっ
ています。そのような社会状況の中、認知症
の人や家族への支援が課題となっています。
認知症の推計値は 65 歳以上の約 15％と言わ
れており、大府市では、約 3,000 人いると推
計されます。
　認知症になっても、住み慣れた場所で自分
らしく生きていくために、認知症の人や家族
が安心して暮らせる地域づくりを進めていく
必要があります。

認知症について正しく理解し、
地域で認知症の人やその家族を
温かく見守る「認知症サポー
タ ー」を 養
成していま
す。昨年度
は、3,313人
に受講いただ
きました。

認知症サポーター養成講座

「認知症鉄道事故裁判」の著
者・髙井隆一さんから、家族の
介護、鉄道事故裁判の経験をふ
まえ、「認知症の人が安心して生
活できるために必要なこと」に
ついて、わ
かりやすく
お話しして
いただきま
した。

認知症家族の介護体験を聞こう
認知症当事者の山田真由美さ
ん（名古屋市在住）から、認知症
になっても周りのサポートを受
け、充実した生活を送っている
様子を紹介していただき、座談
会では「認知症をうち明けたら
心 が 軽 く
なった」とお
話していた
だきました。

認知症の人のお話を聞こう
市内で活動する認知症カフェの
活動発表を行い、認知症の人が
いつまでも住み慣れた場所で安
心して生活するために、今わた
したちにできることについて話
しあいまし
た。

わたしたちにできることを考えよう

認知症の人やその家族をはじ
め、認知症に関わる専門職、地域
の人など、誰もが気軽に集い参
加できる居
場所です。市
内に7ヶ所開
設していま
す。

おおぶ・あったか認知症カフェ
認知症の本人の集まりで、自分の
得意なこと、活動したいことを一
緒に楽しんだり、生活上の悩みな
どを相談して
います。2カ月
に1回、偶数
月に開催して
います。

コスモスクラブ

認知症の人が行方不明になった
ことを想定し、地域、団体、住民な
どが参加して情報伝達や捜索の
訓練をします。
普段からの見
守りや声をか
けあえる体制
づくりに取り
組んでいます。

認知症行方不明者捜索模擬訓練
認知症の人を介護している家族
を対象とした交流会です。介護の
悩み、対応方法や各種制度の利
用などについ
て情報交換な
どを行ってい
ます。原則第2
木曜日に開催
しています。

認知症介護家族交流会
行方不明者早期発見のための
ネットワークです。行方不明になる
おそれのある人は事前に市に情
報登録し、損
害賠償に備
えた保険に加
入することが
できます。

おおぶ・あったか見守りネットワーク

日本における認知症の将来推計

認知症高齢者等の行方不明者に関する実態調査結果（全国）

※出典：厚生労働省

“行きたい所へ行き、会いた
い人に会う”普通の生活を
しています。認知症は特別
な事ではないので普通に
接してください。手を貸して
ほしいときは、「オレンジリ
ング」を身に着けている人
に声をかけます。サポー
ターの皆さん、ぜひリング
を身に付けてください！

～ 当事者の声 ～ ～ 受講者の声 ～

山田 真由美さん
（おれんじドアも～やっこなごや代表）

内藤 錦代さん

　「認知症になっても、自分らしく生活したい」誰もが願うその想いを
支えるため、無理のない範囲で助けあう仕組みとして「おおぶオレン
ジサポーター登録制度」を開始しました。おおぶオレンジサポータ―
として、市に登録した人に対して、認知症の人の支援ニーズに応じて
活動を依頼します。さらに、認知症の人も一緒にチームを組んで活動
する「おおぶオレンジサポータ―」は、認知症の人が役割を持って社
会参加することを支援します。

～ みんなで認知症の人や家族を支える活動に参加しよう！～
認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
～ みんなで認知症の人や家族を支える活動に参加しよう！～

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して

※認知症、またはそ
　の疑いのある行
　方不明者として
　届けられた人数
※出典：警察庁　
　データ

認知症になっても、周りの
ちょっとしたサポートがあれ
ば、明るく元気に暮らせるこ
とがわかりました。まずは、自
分に何ができるかを考え、学
んだことを地域に広めていき
たいです。

おおぶ福祉特集②おおぶ福祉特集②

大府市役所高齢障がい支援課　　　住所：大府市中央町五丁目70番地　　 電話：４５－６２８９
大府市社会福祉協議会地域支援係　住所：大府市東新町一丁目219番地　 電話：４８－１８０５

【お問い合わせ先】

平成24年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和22年 令和32年 令和42年
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今年度は「認知症の人が毎日何を感じ、どのように暮らしているか」「認知症の人を介護する家族はどのような
気持ちで生活しているか」などをテーマとしたプログラムを実施しました。

大府市の認知症支援の取組（抜粋）

おおぶオレンジサポータ―に参加しませんか

認知症サポーターフォローアップ講座をとおして

長寿大国に生きる
　日本人の平均寿命は女性 87.45 歳（世界第
1 位）、男性 81.41 歳（世界第 2 位）となっ
ており、世界でも類を見ない長寿大国となっ
ています。そのような社会状況の中、認知症
の人や家族への支援が課題となっています。
認知症の推計値は 65 歳以上の約 15％と言わ
れており、大府市では、約 3,000 人いると推
計されます。
　認知症になっても、住み慣れた場所で自分
らしく生きていくために、認知症の人や家族
が安心して暮らせる地域づくりを進めていく
必要があります。

認知症について正しく理解し、
地域で認知症の人やその家族を
温かく見守る「認知症サポー
タ ー」を 養
成していま
す。昨年度
は、3,313人
に受講いただ
きました。

認知症サポーター養成講座

「認知症鉄道事故裁判」の著
者・髙井隆一さんから、家族の
介護、鉄道事故裁判の経験をふ
まえ、「認知症の人が安心して生
活できるために必要なこと」に
ついて、わ
かりやすく
お話しして
いただきま
した。

認知症家族の介護体験を聞こう
認知症当事者の山田真由美さ
ん（名古屋市在住）から、認知症
になっても周りのサポートを受
け、充実した生活を送っている
様子を紹介していただき、座談
会では「認知症をうち明けたら
心 が 軽 く
なった」とお
話していた
だきました。

認知症の人のお話を聞こう
市内で活動する認知症カフェの
活動発表を行い、認知症の人が
いつまでも住み慣れた場所で安
心して生活するために、今わた
したちにできることについて話
しあいまし
た。

わたしたちにできることを考えよう

認知症の人やその家族をはじ
め、認知症に関わる専門職、地域
の人など、誰もが気軽に集い参
加できる居
場所です。市
内に7ヶ所開
設していま
す。

おおぶ・あったか認知症カフェ
認知症の本人の集まりで、自分の
得意なこと、活動したいことを一
緒に楽しんだり、生活上の悩みな
どを相談して
います。2カ月
に1回、偶数
月に開催して
います。

コスモスクラブ

認知症の人が行方不明になった
ことを想定し、地域、団体、住民な
どが参加して情報伝達や捜索の
訓練をします。
普段からの見
守りや声をか
けあえる体制
づくりに取り
組んでいます。

認知症行方不明者捜索模擬訓練
認知症の人を介護している家族
を対象とした交流会です。介護の
悩み、対応方法や各種制度の利
用などについ
て情報交換な
どを行ってい
ます。原則第2
木曜日に開催
しています。

認知症介護家族交流会
行方不明者早期発見のための
ネットワークです。行方不明になる
おそれのある人は事前に市に情
報登録し、損
害賠償に備
えた保険に加
入することが
できます。

おおぶ・あったか見守りネットワーク

日本における認知症の将来推計

認知症高齢者等の行方不明者に関する実態調査結果（全国）

※出典：厚生労働省

“行きたい所へ行き、会いた
い人に会う”普通の生活を
しています。認知症は特別
な事ではないので普通に
接してください。手を貸して
ほしいときは、「オレンジリ
ング」を身に着けている人
に声をかけます。サポー
ターの皆さん、ぜひリング
を身に付けてください！

～ 当事者の声 ～ ～ 受講者の声 ～

山田 真由美さん
（おれんじドアも～やっこなごや代表）

内藤 錦代さん

　「認知症になっても、自分らしく生活したい」誰もが願うその想いを
支えるため、無理のない範囲で助けあう仕組みとして「おおぶオレン
ジサポーター登録制度」を開始しました。おおぶオレンジサポータ―
として、市に登録した人に対して、認知症の人の支援ニーズに応じて
活動を依頼します。さらに、認知症の人も一緒にチームを組んで活動
する「おおぶオレンジサポータ―」は、認知症の人が役割を持って社
会参加することを支援します。

～ みんなで認知症の人や家族を支える活動に参加しよう！～
認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して
～ みんなで認知症の人や家族を支える活動に参加しよう！～

認知症になっても安心して暮らせるまちを目指して

※認知症、またはそ
　の疑いのある行
　方不明者として
　届けられた人数
※出典：警察庁　
　データ

認知症になっても、周りの
ちょっとしたサポートがあれ
ば、明るく元気に暮らせるこ
とがわかりました。まずは、自
分に何ができるかを考え、学
んだことを地域に広めていき
たいです。

おおぶ福祉特集②おおぶ福祉特集②

大府市役所高齢障がい支援課　　　住所：大府市中央町五丁目70番地　　 電話：４５－６２８９
大府市社会福祉協議会地域支援係　住所：大府市東新町一丁目219番地　 電話：４８－１８０５

【お問い合わせ先】

平成24年 平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和22年 令和32年 令和42年
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❶講座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。
❷感染症対策のため、マスクの着用及び受付時の検温と消毒にご協力ください。
❸講座当日に発熱や体調不良が確認される場合は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

★お願い★★お願い★

 

 

共和病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
柴田 愛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベルマーク
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
ネットワーク大府・・・・・・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
愛知県立大府もちのき特別支援学校 桃花校舎・・・・・・・・・・・〃
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
かほママ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
川村 一己・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゴミ袋
愛三工業㈱・・・クラッカー525個、水（500ml）240本
松葉 榮三・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紙オムツ 他
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・未使用切手、書き損じハガキ

 
浅田 延彦、愛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
浄通院参拝者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,000円
JAあいち知多女性部 大府地域・・・・・・・・・・・63,009円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,313円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円
 
愛知用水土地改良区大府事務所・・・・・・・・・・・古切手
小松 文五・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
丸富不動産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
トルクシステム㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
さわやか愛知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃

ご寄付をありがとう
ございました！

愛三工業株式会社様
より食料をご寄付い
ただきました。生活に
お困りの方の支援に
活用させていただき
ます。

認知症サポーター講座のご案内認知症サポーター講座のご案内認知症サポーター講座のご案内

　ボランティア活動中の事故やケガを補償する『ボランティア活動保険』についてご紹介します。現在、
ボランティア活動を行なっている人も、これからボランティア活動をはじめようという人も、安心して
活動するために、ぜひご加入ください！

　認知症になっても、住み慣れた場所で自分らしく生きていくためには、認知症
の本人や家族だけでなく、地域や隣近所などの身近な生活の支えや見守りが必要
です。認知症の本人や家族を支援するために必要な知識や接し方を学ぶ「認知症
サポーター講座」に、ぜひご参加ください！ 
■ 日     時：３月２４日（水）午前１０時～１１時
■ 会     場：社協会館２階会議室
■ 講     師：高齢者相談支援センター職員
■ 対象・定員：どなたでも　２０名（先着順）
■ 参 加 費：無料
■ 内     容：講義『認知症について学ぼう！』
■ 申し込み：社会福祉協議会まで

補償内容【傷害補償・賠償責任補償】 プランには基本プランと天災プランの２種類あります。
※災害ボランティア活動に参加される際は、事前に天災プランの加入をお願いします。

◎賠償事故 ５億円（限度額） 
◎加入申込者は個人単位 
◎補償期間は年度単位 
◎加入手続きについて 
[受 付]  4 月１日以降の加入は、３月１日より受付開始 

[申し込み先] 社会福祉協議会窓口(平日８:３０～１７:１５) 

[持ち物] 印鑑、掛け金 
 

※詳しい保険の内容は愛知県社会福祉協議会の 
ホームページまで 
http://www.aichi-fukushi.or.jp/vol/ 

◎傷害事故 ※基本プランの場合 

愛知県社会福祉協議会 検索 

基本プラン 掛け金 入院日額 通院日額 

Ａプラン 250 円 4,400 円 2,800 円 

Ｂプラン 300 円 5,400 円 3,200 円 

Ｃプラン 500 円 8,400 円 5,800 円 

【傷害補償】
偶然な事故により身体にケガを被った場合、補償
されます。

【賠償責任補償】
他人の物を壊したり、ケガをさせてしまった場合等、第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、
その負担すべき損害賠償金等が補償されます。

（事故例）
・ボランティア活動中に、蜂に刺された。
・階段で足を踏み外し転倒した。
・ボランティア活動中に、新型コロナウイルス  
　に罹患した。

（事故例）
・提供したお弁当が原因で食中毒を発生
　させてしまった。
・誤って高価なカメラを壊してしまった

【令和2年12月１日～令和3年1月31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）
現金

物品

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

たくさんのご寄付ありがとうございました。たくさんのご寄付ありがとうございました。たくさんのご寄付ありがとうございました。

　皆さまからご協力いただいた募金は、地域に暮らす誰もがいつまでも安心して暮らせるよう、明るい
「ふくし」のまちづくりのために役立てます。

令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告

令和２年度赤い羽根共同募金実績額     歳末たすけあい募金寄付者一覧（敬称略） 

 

）在現日13月１年３和令（

たくさんのご協力、ありがとうございました！

手話で語らう場所をはじめました！手話ができない人も大歓迎です。大府手話カフェサロンのご案内
□会場　市役所地下会議室001～003　　□定員　30名（どなたでも）　□参加費　100円
□連絡先　FAX：0562-89-6218　E-mail：obu.syuwa.cafe@gmail.com　   □主催　大府手話カフェサロン実行委員会

3月28日(日)、4月11日(日)、5月16日(日)、6月19日(土)、７月18日(日)
※1週間前までに申し込みください。また、感染状況により変更する場合があります。

 

 名匿  戸別（世帯）募金
法人（事業所）募金

13,560,564 円

203,662 円

1,310,000 円

11,478,801 円

488,336 円

79,765 円

オオブユニティ(株)社員一同
アイドリームライフサポート(株)  

 計 合
 学校募金

職域募金
  その他募金

  合　計

26,364 円

1,000 円

37,364 円

10,000 円

　いつまでも、元気で、
日々の活動を続けるために！

　大府市では、運動機能の低下の恐れがある人を対象に「はつらつ運動コース」を実施しています。病気や
新型コロナウイルス感染症による自粛で足腰が弱ってしまい「以前のように外出をしたいけど自信がない」
「公民館の体操教室に参加したいけど自信がない」そのようなお悩みをお持ちの人はいませんか？
まずは、運動機能の低下のおそれがあるか確認しましょう。
①階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか
②椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
③１５分くらい続けて歩いていますか
④この１年間に転んだことはありますか
⑤転倒に対する不安は大きいですか

左の質問に３つ以上該当する人は…
「はつらつ運動コース」に参加しましょう！
はつらつ運動コースとは、約3カ月間、専門家の指
導のもとで運動を実施し、終了後は地域の活動に
参加したり、自主的に運動を継続していけるよう
にお手伝いします。

連絡先　大府市高齢者相談支援センター　●JR西側(ふれあいサポートセンタースピカ内)TEL:45-5455　●JR東側（社会福祉協議会内）TEL:48-1051

受講した人には認知症サポーターの証である
オレンジリングをお渡しします！ 講座の様子

日　時
各日程13:30～15:30

25vol.

『ボランティア活動保険』のご案内『ボランティア活動保険』のご案内『ボランティア活動保険』のご案内▶
□会場：市内介護事業所、接骨院（申し込み時に問い合わせてください）　　　□参加費：無料
□参加期間：週１回　全１２コース(約3カ月)　　　□実施時間：１回あたり９０分程度（実施時間は各事業所で異なる）
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❶講座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。
❷感染症対策のため、マスクの着用及び受付時の検温と消毒にご協力ください。
❸講座当日に発熱や体調不良が確認される場合は参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。

★お願い★★お願い★

 

 

共和病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
柴田 愛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベルマーク
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
ネットワーク大府・・・・・・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
愛知県立大府もちのき特別支援学校 桃花校舎・・・・・・・・・・・〃
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
かほママ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
川村 一己・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ゴミ袋
愛三工業㈱・・・クラッカー525個、水（500ml）240本
松葉 榮三・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・紙オムツ 他
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・未使用切手、書き損じハガキ

 
浅田 延彦、愛子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50,000円
浄通院参拝者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41,000円
JAあいち知多女性部 大府地域・・・・・・・・・・・63,009円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9,313円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・950円
 
愛知用水土地改良区大府事務所・・・・・・・・・・・古切手
小松 文五・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
丸富不動産・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
トルクシステム㈱ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃
さわやか愛知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〃

ご寄付をありがとう
ございました！

愛三工業株式会社様
より食料をご寄付い
ただきました。生活に
お困りの方の支援に
活用させていただき
ます。

認知症サポーター講座のご案内認知症サポーター講座のご案内認知症サポーター講座のご案内

　ボランティア活動中の事故やケガを補償する『ボランティア活動保険』についてご紹介します。現在、
ボランティア活動を行なっている人も、これからボランティア活動をはじめようという人も、安心して
活動するために、ぜひご加入ください！

　認知症になっても、住み慣れた場所で自分らしく生きていくためには、認知症
の本人や家族だけでなく、地域や隣近所などの身近な生活の支えや見守りが必要
です。認知症の本人や家族を支援するために必要な知識や接し方を学ぶ「認知症
サポーター講座」に、ぜひご参加ください！ 
■ 日     時：３月２４日（水）午前１０時～１１時
■ 会     場：社協会館２階会議室
■ 講     師：高齢者相談支援センター職員
■ 対象・定員：どなたでも　２０名（先着順）
■ 参 加 費：無料
■ 内     容：講義『認知症について学ぼう！』
■ 申し込み：社会福祉協議会まで

補償内容【傷害補償・賠償責任補償】 プランには基本プランと天災プランの２種類あります。
※災害ボランティア活動に参加される際は、事前に天災プランの加入をお願いします。

◎賠償事故 ５億円（限度額） 
◎加入申込者は個人単位 
◎補償期間は年度単位 
◎加入手続きについて 
[受 付]  4 月１日以降の加入は、３月１日より受付開始 

[申し込み先] 社会福祉協議会窓口(平日８:３０～１７:１５) 

[持ち物] 印鑑、掛け金 
 

※詳しい保険の内容は愛知県社会福祉協議会の 
ホームページまで 
http://www.aichi-fukushi.or.jp/vol/ 

◎傷害事故 ※基本プランの場合 

愛知県社会福祉協議会 検索 

基本プラン 掛け金 入院日額 通院日額 

Ａプラン 250 円 4,400 円 2,800 円 

Ｂプラン 300 円 5,400 円 3,200 円 

Ｃプラン 500 円 8,400 円 5,800 円 

【傷害補償】
偶然な事故により身体にケガを被った場合、補償
されます。

【賠償責任補償】
他人の物を壊したり、ケガをさせてしまった場合等、第
三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、
その負担すべき損害賠償金等が補償されます。

（事故例）
・ボランティア活動中に、蜂に刺された。
・階段で足を踏み外し転倒した。
・ボランティア活動中に、新型コロナウイルス  
　に罹患した。

（事故例）
・提供したお弁当が原因で食中毒を発生
　させてしまった。
・誤って高価なカメラを壊してしまった

【令和2年12月１日～令和3年1月31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）
現金

物品

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

たくさんのご寄付ありがとうございました。たくさんのご寄付ありがとうございました。たくさんのご寄付ありがとうございました。

　皆さまからご協力いただいた募金は、地域に暮らす誰もがいつまでも安心して暮らせるよう、明るい
「ふくし」のまちづくりのために役立てます。

令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告令和２年度赤い羽根共同募金　実績報告

令和２年度赤い羽根共同募金実績額     歳末たすけあい募金寄付者一覧（敬称略） 

 

）在現日13月１年３和令（

たくさんのご協力、ありがとうございました！

手話で語らう場所をはじめました！手話ができない人も大歓迎です。大府手話カフェサロンのご案内
□会場　市役所地下会議室001～003　　□定員　30名（どなたでも）　□参加費　100円
□連絡先　FAX：0562-89-6218　E-mail：obu.syuwa.cafe@gmail.com　   □主催　大府手話カフェサロン実行委員会

3月28日(日)、4月11日(日)、5月16日(日)、6月19日(土)、７月18日(日)
※1週間前までに申し込みください。また、感染状況により変更する場合があります。

 

 名匿  戸別（世帯）募金
法人（事業所）募金

13,560,564 円

203,662 円

1,310,000 円

11,478,801 円

488,336 円

79,765 円

オオブユニティ(株)社員一同
アイドリームライフサポート(株)  

 計 合
 学校募金

職域募金
  その他募金

  合　計

26,364 円

1,000 円

37,364 円

10,000 円

　いつまでも、元気で、
日々の活動を続けるために！

　大府市では、運動機能の低下の恐れがある人を対象に「はつらつ運動コース」を実施しています。病気や
新型コロナウイルス感染症による自粛で足腰が弱ってしまい「以前のように外出をしたいけど自信がない」
「公民館の体操教室に参加したいけど自信がない」そのようなお悩みをお持ちの人はいませんか？
まずは、運動機能の低下のおそれがあるか確認しましょう。
①階段を手すりや壁を伝わらずに昇っていますか
②椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか
③１５分くらい続けて歩いていますか
④この１年間に転んだことはありますか
⑤転倒に対する不安は大きいですか

左の質問に３つ以上該当する人は…
「はつらつ運動コース」に参加しましょう！
はつらつ運動コースとは、約3カ月間、専門家の指
導のもとで運動を実施し、終了後は地域の活動に
参加したり、自主的に運動を継続していけるよう
にお手伝いします。

連絡先　大府市高齢者相談支援センター　●JR西側(ふれあいサポートセンタースピカ内)TEL:45-5455　●JR東側（社会福祉協議会内）TEL:48-1051

受講した人には認知症サポーターの証である
オレンジリングをお渡しします！ 講座の様子

日　時
各日程13:30～15:30

25vol.

『ボランティア活動保険』のご案内『ボランティア活動保険』のご案内『ボランティア活動保険』のご案内▶
□会場：市内介護事業所、接骨院（申し込み時に問い合わせてください）　　　□参加費：無料
□参加期間：週１回　全１２コース(約3カ月)　　　□実施時間：１回あたり９０分程度（実施時間は各事業所で異なる）
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食料支援・ひとり親（子育て）世帯食料支援・ひとり親（子育て）世帯食料支援・ひとり親（子育て）世帯
支援プロジェクト支援プロジェクト支援プロジェクト

　社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症などの
影響により、生活にお困りの世帯に 食料支援や子育て用品の譲渡会を
実施しています。家庭で余っている食品や子供用品などはありませんか？ぜひ、ご協力をお願いします!!

食べる幸せを

　　　届けたい !食べる幸せを

　　　届けたい !

子育て用品の

　　　譲渡会を開催 !子育て用品の

　　　譲渡会を開催 !

１ 受付期間
令和３年３月１日(月)～３月３１日(水)

２ 対　象
生活にお困りの世帯

３ 受け取りの流れ
(１)電話や窓口などでご相談ください。
(２)生活状況(どのようなことにお困りか)を確認し、
　  必要な食料支援を実施いたします。

食料支援食料支援

寄付も受付中寄付も受付中

子育て用品の譲渡会子育て用品の譲渡会
１ 日　時
令和３年５月１５日(土) 午前９時～午後３時

２ 対　象
生活にお困りの子育て世帯(事前申し込み不要)

３ 会　場
社協会館

※当日は、感染予防のため検温、マスク着用などにご協力を
　お願いします。参加者が多い場合、入場制限をさせていただく
　場合がございます。
※イベント中止などの連絡は、ホームページ上でさせていただきます。

１ 受付期間
●食　　　料：令和３年３月１日(月)～３月３１日(水)
●子ども用品：令和３年３月１日(月)～４月２８日(水)

２ 内　容 （事前にご相談ください）
●食　　   料：①賞味期限が１カ月以上ある食品、②常温で保存可能、③未開封、④すぐに食べることができる(調理が必要ない)、
　　　　　　　⑤簡単な調理で食べられる(お湯をかけるだけ、レンジで温めるだけなど)   例：米、缶づめ、カップ麺 など
●子ども用品：服、ベビー用品(オムツ、ミルクなど)、自転車、おもちゃ、学校用品(制服、文房具、カバンなど)などの未使用品や汚れ
　　　　　　 や破れがない、または少なく、通常利用が可能な状態の物。 ※状態によっては、受け取りができない場合もございます。

【問い合わせ先・受付窓口】
大府市社会福祉協議会　大府市東新町一丁目219番地　開館時間：午前８時３０分～午後５時１５分(土日祝除く)
ＴＥＬ：0562－48－1805　 ＦＡＸ：0562－46－9560   メール:obu-fuku@ma.medias.ne.jp


