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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？
令和３年度大府市社会福祉協議会　重点目標・予算

●みんなの防災教室のご案内
●はじめて学ぶ手話～手話奉仕員養成講座【入門編】～のご案内
●ボランティアグループ紹介「クリアンサの会」
●新しい生活様式でコロナに負けない地域活動を実施しよう！  他

おおぶの福祉 238号［紙面紹介］
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ベンチづくり木工教室 食料支援福祉実践教室

地域の生活応援講座

ベンチづくり木工教室 食料支援福祉実践教室

地域の生活応援講座
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地域支えあいマップづ
くり認知症行方不明者捜

索模擬訓練
ふれあいサロンへの

支援

福祉車両・車いすの貸
出し街頭募金

災害ボランティアコ
ーディネーター養成

講座

●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 活動 をしています！

おおぶ社協ってどんなところ
？

　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」の略称で呼ばれています。

　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、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
取り組んでいます。社協会館（東新町）社協会館（東新町）

地域での福祉活動の推進

皆さんの善意をさまざまな
活動に活用させていただいて

います。

？
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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！！

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

地域でこんなサポートもしています。地域でこんなサポートもしています。

地域の人に愛される
“ふれあいの場”と
なりますように☆

子ども会の支援 大府市老人クラブ連合会
（ゴールデンクラブおおぶ）

●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

●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

●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

相談支援事業

●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
●長草デイサービスセンター
●介護プランセンター

介護保険事業

お気軽に

ご相談ください！

　社協の日常生活自立支援事業（金銭管理）の中で、
週１回お金を届け、ゴミ出しや掃除の声かけを行うなど、
生活を支援させていただいています。子どもの自立に
向けてアルバイトを探すなど、学校と生活の両立につい
て一緒に考え、母親の就職についても関係機関と協力
しながら、親子の生活と子どもの自立のサポートをさせて
いただいています。

　Ｂさんの願いを叶えるため、市役所、児童相談所、
障がい者相談支援センター、高齢者相談支援センター、
社協などが協力し、Ｂさんが生活する環境づくりや認知
症の母が暮らす家の片付け、息子が落ち着いて過ごせ
る居場所を確保し、生活に寄り添わせていただきま
した。Ｂさんの願いは叶い、最期の時まで３人で穏やかに
暮らすことができました。

インスタグラム、
HPもご覧ください

　余命数ヶ月のＢさんは、最期に家族で
暮らすことを望み、認知症のあるひとり
暮らしの母が暮らす自宅に、障がいのあ
る息子を連れて帰ってきました。

余命わずかな母親の願いを叶えたい助けて！と言えない、ゴミ屋敷に住む親子 余命わずかな母親の願いを叶えたい

　物を捨てることが苦手で、家の中はゴ
ミが散乱しているＡさん親子宅。いつも
同じ服を着ていて、金銭管理も難しく、
周りに頼れる親戚はいません。

助けて！と言えない、ゴミ屋敷に住む親子

利
用
者
の
皆
さ
ん
の

笑
顔
あ
ふ
れ
る
施
設
を

目
指
し
て
い
ま
す
★

ゴミ
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大府市社会福祉協議会大府市社会福祉協議会重点目標・予算重点目標・予算
コロナ禍における生活困窮者への支援の推進
【特例貸付、生活困窮者生活状況把握・支援、フードバンク、ひとり親家庭支援など】

災害時における被災者支援の推進及び組織対応の整備
【災害ボランティアセンター設置・運営マニュアル更新、事業継続計画策定など】

包括的支援体制と重層的支援体制整備の推進
【障がい者相談支援センター体制整備、福祉総合相談室との連携など】

重
点
事
業

１

2

3

予備費等
2,000

老人デイサービスセンター
127,083 居宅介護事業支援

（ケアマネジャー）
18,761

居宅介護等（ヘルパー）
23,045

地域福祉推進（市受託事業）
3,747

資金貸付事業 1,197

日常生活自立支援事業
1,682

共同募金配分金事業
16,277

積立預金取崩収入
18,270

その他（利用料等）
1,873

障がい福祉サービス
33,444

共同募金配分金
及び県社協助成金
11,267

寄付金 2,300
社協会費 8,450

市補助金 17,879 予備費等
2,000

広域連合受託金
79,172

市・県社協受託金
125,468

介護保険事業
170,383

児童老人福祉センター
39,632
児童老人福祉センター
39,632

高齢者相談支援
84,529

障がい者相談支援
53,342

高齢者相談支援
84,529

障がい者相談支援
53,342

老人デイサービスセンター
127,083 居宅介護事業支援

（ケアマネジャー）
18,761

居宅介護等（ヘルパー）
23,045

地域福祉推進（市受託事業）
3,747

資金貸付事業 1,197

日常生活自立支援事業
1,682

共同募金配分金事業
16,277

法人運営
97,211

積立預金取崩収入
18,270

その他（利用料等）
1,873

広域連合受託金
79,172

市・県社協受託金
125,468

障がい福祉サービス
33,444

介護保険事業
170,383

共同募金配分金
及び県社協助成金
11,267

寄付金 2,300
社協会費 8,450

支出
468,506千円

収入
468,506千円

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。

収入支出予算

令和3年度

市補助金 17,879

　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、各自治区のご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。

３,０００円以上
賛 助 会 費

１,０００円以上
特 別 会 費

３００円以上
一 般 会 費会費の

種類

　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。

ご協力
お願いします。

会
員
募
集
の
お
願
い
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はじめて学ぶ手話

みんなの防災教室のご案内

お願いお願い
①各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。
②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。
③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。

６月１８日～１１月１２日（全２０回金曜日）
午後１時３０分～午後３時３０分

日　時

社協会館 会議室会　場

大府市の防災の取組について
防災学習センターの体験（水害、地震の疑似体験など）

講　演

体　験

大府市危機管理課職員、防災学習センター職員講　師

地域防災・災害時の助けあいについて
社会福祉協議会職員、おおぶ防災ボランティア、地域活動者

講　演

講　師

わたしたちにできること情報交換

知多地区聴覚障害者支援センター講　師

手話に関心のある人 ※市内在住・在学・在勤の人優先対　象

３,３００円（テキスト代） ※初回受付時に集金します。参加費

5月31日（月）までに社会福祉協議会まで申し込み

みんなの防災教室のご案内みんなの防災教室のご案内

はじめて学ぶ手話はじめて学ぶ手話

みんなの防災教室のご案内

内　　　　　　容

社協会館 会議室

DAIWA防災学習センター
（大府市防災学習センター）

会　　　場

6月12日（土）
午前１０時～正午

6月19日（土）
午前１０時～正午

日　　時

　明日、起こるかもしれない大規模災害。災害が起きたとき、自分自身やあなたの大切な人を守る
ため、防災に関する知識や地域の災害時の助けあいについて学ぶ防災教室を開催します。
　もしものときに備えて、防災について一緒に考えませんか？

大府市危機管理課、大府市社会福祉協議会、
おおぶ防災ボランティア

共　催

防災活動に関心のある人
（市内在住・在学・在勤の人）

対　象

6月4日（金）までに社会福祉協議会まで申し込み

受講料無料

はじめて学ぶ手話 ～手話奉仕員養成講座（入門編）のご案内～

　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。楽しく手話を学んで、手話でお話ししましょう！

おおぶ社協 情報案内板

防災学習センター水害
体験

講座の様子

定員

２０名

定員

２０名
先 着 順
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お問い合わせは総合ボランティアセンター（TEL 48-1805）までお問い合わせは総合ボランティアセンター（TEL 48-1805）まで

総 合 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー の 紹 介総 合 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー の 紹 介

Ｑ１ グループの活動内容について教えてください。
　外国にルーツを持つ子どもたちに、地域の公民館で日本語を教えた
り、宿題のサポートなどをしています。また、市内の小学校で日本語
教室や学級に入り、児童に寄り添って学習支援を行っています。
　日本語の理解度は、子どもによって違うため、理解度に合わせた
分かりやすい日本語でサポートするように心がけています。

Ｑ２ 活動の中で、やりがいや楽しみはありますか。
　子どもたちとは勉強だけではなく、遊んだり、学校の給食を一緒に食べたりするなど交流
をしています。最初は、互いにぎこちなく接していても、交流を続けることで徐々に信頼関
係が深まり、子どもたちから笑顔で声をかけられたりして、楽しく活動しています。
Ｑ３ 今後の目標を教えてください。
　子どもたちには、自ら積極的に学ぶ習慣が身につくと良い
と思っています。そのためには、一人ひとりの日本語レベルや
学力に応じた適切なサポートができるように、活動するメン
バーを増やしていきたいです。
　子どもたちが、将来、大府市を支える人材になってくれる
ことを願って、今後も活動を続けていきます。

総合ボランティアセンターでは、
さまざまな業務を行っています。

ボランティア
活動の種類

★ボランティア活動の紹介
★ボランティアに関する各種講座の案内
★ボランティアに関するイベント、交流会の案内
★ボランティア活動保険の加入手続き
★ボランティアに関するニーズ調査 など

★子どもや青少年を対象とした活動
★自然や環境を守るための活動
★各種イベント等の運営スタッフの活動
★芸術・文化活動 他

★高齢者・障がい者を対象とした活動
★災害で被災した方を支援する活動
★安心・安全なまちづくりの活動
★国際交流・国際協力活動

地域や施設の清掃活動 被災地の復興支援 登下校の見守り 福祉施設でのレクリエーション

ボランティアグループ紹介

ボランティアに関するさまざまな相談への対応や
取り組みを行っています。ぜひご相談ください。

代　　表 ： 大嶋　順治
会 員 数 ： １５名
活動場所 ： 定例会⇒北山公民館
　　　　　その他⇒市内小学校
活動内容 ： 外国にルーツを持つ子

どもたちに日本語を

教えたり、宿題のサポート、交流を行
う。

クリアンサの会クリアンサの会

総合ボランティア
センター職員

ボランティアだより

工作の様子

ボランティアに
きてほしい

ボランティア
したい

ボランティア
について
知りたい

ボランティアだより

6



吉田地区「地域支えあいマップづくり」の紹介

地域づくりコーディネーターが語る！

吉田地区「地域支えあいマップづくり」の紹介吉田地区「地域支えあいマップづくり」の紹介

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）

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！
令和３年２月１日～３月３１日

■現金
豊田自動織機部長会・・・・・100,000円
ナゴヤダンスアカデミー・・・・・・・10,000円
井上 パール メリー・・・・・・・・・・・4,630円
浄通院参拝者・・・・・・・・・・・・・・・32,000円
㈱サンスタッフ・・・・・・・・・・・・・・・・5,000円
大府めん’Sクラブ・・・・・・・・・・25,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4,054円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

■物品
㈱シーアンドシー・・・・・・・・・・・・・・・古切手
ふじや酒店となかまたち・・・・・・・　 〃　
ネットワーク大府・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
山﨑 弘勝・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
愛知用水土地改良区大府事務所・・・　 〃　
豊通鋼管㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
トルクシステム㈱・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
小松 文五・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　 〃　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベルマーク

あつまり処 わのや・・・・・・・・古切手、ベルマーク
さわやか愛知・・・・・・・・・・・　     〃  　　
愛三工業労働組合・・・・・　     〃  　　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　  〃  　　
井上 パール メリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

未使用切手、マスク、缶詰 他
㈱花井組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・福祉車両
㈱中京銀行・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす4台
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き損じハガキ
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・キャベツ

　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。

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

　㈱花井組の花井宏基さんは「父が介護
される時、介助する人と一緒に笑顔で『よっ
こらしょ』と言っている姿が印象的でした。
介護“する側”“される側”ではなく、相手を
思いやることが大切だと感じました。」と
お話をお聞かせいただきました。
　これから大切に使わせていただきます。

『よっこらしょ号』

車いすのまま
乗り降り簡単！

　今回の特集では、吉田地区で取り組まれている「地域支えあいマップ
づくり」を紹介します!
　地域支えあいマップとは、自治会や地区福祉委員会、老人クラブや
民生児童委員などの地域住民が集まり、地域で見守りの必要な人の

特集 Vol.6

情報を持ちより作成した地図のことで、大規模災害
時の迅速な安否確認や日常でのゆるやかな見守り
に活用する取り組みです。
　近年、同様の取り組みが全国の自治体や地域組
織で広まっており、吉田地区では特に高齢率の高い
地域から順次マップづくりを行い、地域での見守り
や支えあいの仕組みづくりを進めています。

その名はその名は㈱花井組様より、
福祉車両をご寄付いただきました！

北
ノ
脇
地
区

八
前
　
敏
孝 

さ
ん

マップづくりの様子

ありがとうございました！

 マップづくりをきっ
かけに、地域での声
かけやゆるやかな見
守りなど、お互いに
気にかけあえる地域
をつくっています。
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コロナに負けない地域活動を実施しよう！コロナに負けない地域活動を実施しよう！

参加前には体温を測りましょう。

活動を休止している場合は、電話やメール、手紙などで つながる工夫をしましょう。
長い自粛生活の中で、気分が落ち込んだり、身体に不調が出ることがあります。

問い合わせ先

体調が悪い時は参加を控えよう

マスクをしていても気持ちが伝わるように 思いやり と ありがとう を広めよう

マスクをしよう

マスクをしていると、表情が読み取りづらく、感情が
伝わりにくくなります。いつも以上に表情を豊かにす
ることを心がけましょう。
うなずきを大きくしたり、ジェスチャーを使ったり、お互
いに相手に伝わるような工夫ができると良いですね★ 

医療従事者、エッセンシャルワーカー、感染者やこれ
らの方々の家族…。さまざまな人への心ない言動や、
根拠のない情報に基づく差別・偏見は少なくありま
せん。「誰かのこと」ではなく「自分や家族だったら」
と考えてみましょう。

石けんでの手洗いは
十分な感染対策になります。

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

会話は食事が終わって
からにしましょう。

飲食時は
会話しないように

「以前は活動によく参加していた人が、再開後参加しなくなり心配」「ふれあいサロンを再開したいが、
感染対策について相談にのってほしい」「市内のボランティア活動の状況が知りたい」など、お気軽にご相談ください。

人と人との間隔を
とりましょう。

密にならないように

30分に１回
数分程度が目安です。

また、マスクは声がこもり、聞こえに
くくなります。はっきりゆっくり話しま
しょう。

正しい知識・情報を知り、思いやり
の気持ちを持って、「ありがとう」を
広げていきましょう。

換気をしよう手指消毒をしよう

コロナに負けない地域活動を実施しよう！コロナに負けない地域活動を実施しよう！

新しい生活様式で

マスクがない時には、ハンカチや袖で口を
おさえるなど、咳エチケットを徹底しましょう。

気温が高い日には、こまめに水分補給をして
熱中症に気をつけましょう。また、屋外で
周囲との距離がしっかりと取れるときには、マ
スクを外しましょう。
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