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おおぶ社協だより

〈ごあんない〉
●みんなの介護入門教室
●金婚・ダイヤモンド婚を祝う会
●みんなでシトラスリボンを作ろう！
●フードバンク・ひとり親(子育て)世帯支援プロジェクト報告
●食でつなぐ応援サポーター講座　他

おおぶの福祉 240号［紙面紹介］

おおぶ社協

ボランティアグループともしび『シトラスリボン』製作の様子

コロナ生活習慣を見直しましょう！
令和2年 大府市社会福祉協議会 決算報告

おおぶ福祉特集①
おおぶ福祉特集②

シトラスリボンで「ただいま」「おかえり」って言いあえるまちに
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コロナ生活習慣を見直しましょう!コロナ生活習慣を見直しましょう!コロナ生活習慣を見直しましょう!コロナ生活習慣を見直しましょう!
今日からはじめる

　新型コロナウイルス感染拡大により、私たちの生活は大きな影響を受けています。高齢者
相談支援センターには、閉じこもり気味になった高齢者の方々からさまざまな相談が寄せられ
ています。今回の特集では、コロナ禍でもいきいきと暮らせる生活習慣について紹介します。

運　動
あなたの生活状況をチェックしてみましょう!あなたの生活状況をチェックしてみましょう!

社会参加
定期的に外出する場所がない
話し相手がいない
週に1回以上外出していない

食　事

いきいき生活！！今日からはじめる いきいき生活！！今日からはじめる いきいき生活！！

外出しなくなり、腰が曲がって足も細くなって、
よくつまづくようになったわ。
食欲もわかないし、どうしたら良いのかしら?

先日、大府町にお住いの

A子さんから、

こんな相談が寄せられました。

ポイント③ポイント③
週3回ぐらい筋力維持の運動を
行いましょう。

ポイント②ポイント②
65歳から74歳は、
7,000～8,000歩程度歩きましょう。

ポイント①ポイント①
散歩や運動をプラス10分増やして、
今より多くカラダを動かしましょう。

毎日、同じ道を散歩するだけではなく、違う道を
歩いてリフレッシュしましょう。違う景色、花など
を見ながら楽しみを見つけると新鮮な気持ちにな
れるでしょう。

●背もたれのある椅子に腰かけます。
●つま先を上に向け、ふとももに
力を入れながら、片足ずつひざ
を伸ばします。

●手は椅子の横に置いて姿勢を
維持します。

●息を止めずに１、２、３、４とカウ
ントします。

●バランスを保つ運動です。
●足底をしっかりつけた姿勢
で椅子に腰かけます。

●フェイスタオルを広げて置い
て、足の指を使って自分の方
に最後まで引きよせます。

●息を止めずにゆっくり
やりましょう。

11つ以上
チェックがあれば へ 21つ以上

チェックがあれば へ 31つ以上
チェックがあれば へ

元気に楽しく運動しましょう!

ふとももの筋肉(大腿四頭筋)を

鍛えると転倒予防になりますよ!

1日3食の食事をしていない
固いものが食べられない
半年で体重が2～3kg減った

じっとしている時間が長くなった
つまづきやすくなった
歩く速度が遅くなった

運動で生活習慣を改善！11 運動で生活習慣を改善！運動で生活習慣を改善！

足底を鍛える運動（タオルギャザー）ふともも（大腿四頭筋）を鍛える運動
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高齢者の生活、心身の健康、福祉サービスなどの相談は、高齢者相談支援センターまでお問い合わせください。

地域にある住民の憩いの場です。
ふれあいサロンは127カ所、常設
サロンは8カ所あり、コロナ対策を
して運営しています。
サロンに関するお問い合わせは社
会福祉協議会までご連絡ください。
（TEL:48-1805）

市内にある７つの寺院を巡り、七福神
をお参りしましょう。大日寺(月見町)、
地蔵寺(長草町)、淨通院(追分町)、光
善寺(北崎町)、賢聖院(北崎町)、普門
寺(横根町)、地蔵院(中央町)
※詳細は大府市観光協会のウェブサイトをご
参照ください。

※フレイルとは、加齢により心身が老いた状態のことです。
　早く対策をすると健常な状態に戻る可能性があります。

公園で散歩したり、花木を愛で
ましょう。大倉公園(中央町)、
大府みどり公園(北崎町)、二ツ
池公園(横根町)、あいち健康
の森公園(森岡町)など
※詳細は大府市のウェブサイトをご
参照ください。

大府市高齢者相談支援センター
（大府包括支援センター）
〒474-0035　大府市江端町六丁目13番地の1
                    大府市ふれ愛サポートセンター（スピカ）内
電　　話 ： 0562-45-5455　ファクス ： 0562-45-5440
担当地区 ： JR西側　メール ： obu-soudan@ma.medias.ne.jp

大府市高齢者相談支援センター 東分室
（大府包括支援センター）
〒474-0073　大府市東新町一丁目219番地
                    大府市社会福祉協議会内
電　　話 ： 0562-48-1051　ファクス ： 0562-46-9560
担当地区 ： JR東側　メール ： obu-fuku@ma.medias.ne.jp

月曜日から金曜日まで（祝日及び年末年始を除く）午前8時30分から午後5時15分まで
※休日、夜間などの窓口開設時間以外は、転送電話により対応します。

ふれあいサロン・常設サロンの紹介 大府七福神めぐりの紹介 市内の公園の紹介

ポイント②ポイント②
市内の寺院、公園などを散策し、
大府の魅力を感じましょう。

ポイント①ポイント①
ふれあいサロンや常設サロンに
参加しましょう。

ポイント①ポイント①

3食しっかり摂り、
バランス良く食べて
免疫力を高めましょう。

ポイント②ポイント②
ゆっくり噛んで
食べましょう。
30回以上噛むことが
コツです!

早口言葉にチャレンジしてみましょう!早口言葉にチャレンジしてみましょう!
マスクをしていると、口が開いているのに気づか
ないことがあります。これは口周りの筋力低下が
疑われます。口周りの筋力が落ちると唾液量が
減り、口腔内の清潔が保てなくなります。早口言
葉で口周りの筋力を維持しましょう。

続きが気になる方は、「あいちはっきりことば
愛知県歯科衛生士会」で検索してください！

「あまいよいちじく アイウエオ」
「カツはみそカツ カキクケコ」
「たなばたたんざく タチツテト」
「ドアラがでらすき ダヂヅデド」
「なごやはにこみだ ナニヌネノ」
「パリパリてばさき パピプペポ」

窓口対応時間

「まご（わ）やさしい」※

食材を摂り

ましょう!

33 社会参加でフレイル防止！

食事で生活習慣を改善！22 食事で生活習慣を改善！食事で生活習慣を改善！

社会参加でフレイル防止！社会参加でフレイル防止！
社会とのつながりが大切です。

趣味や地域活動で外出することは、

フレイル※予防にも有効ですよ!
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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

令和2年度  大府市社会福祉協議会決算報告令和2年度  大府市社会福祉協議会決算報告令和2年度  大府市社会福祉協議会決算報告

福祉育成等事業費（共同募金配分金）

10,644,856円

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

法人運営事業費

39,333,632円
社会福祉協議会を運営していくための費用

受託金

209,183,809円

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受託金

共同募金分配金

11,545,828円

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

補助金・助成金

25,711,883円

市及び県社協からの事業を行うための
補助・助成

社会福祉協議会費

8,043,600円

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

財産収入・寄付金他

5,203,429円

寄付金・預金利子・退職金積立基金
取崩収入など

事業収入

172,784,757円
介護保険事業収入・参加費収入など

居住介護支援事業費

21,645,726円

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）　

老人デイサービスセンター事業費

116,878,579円

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）

居宅介護等事業費

23,638,655円

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）

福祉教育推進事業費（共同募金配分金）

752,970円

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

受託事業費

128,894,535円

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

資金貸付事業費

13,382,771円
生活福祉資金貸付業務などを行うための費用

総合ボランティアセンター事業費
（共同募金配分金）

1,873,684円

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

高齢者相談支援センター
事業費

78,520,550円

高齢者及びその家族の相談支援を
行うための費用

432,473,306円
基金残高

432,473,306円
435,565,958円
△ 3,092,652円
60,481,888円
57,389,236円

収入合計

435,565,958円
支出合計

社会福祉基金 76,000,000円
（前年差異 0円）

財政調整基金 12,176,269円
（前年差異 1,143円）

退職積立金 63,608,436円
（前年差異 7,954,260円）
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おおぶ社協 情報案内板

昭和36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
昭和46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

11月26日（金）午前10時～
昨年の祝う会の様子

祝う会に出席されるご夫婦にお渡しする記念写真の撮影を、10月21日（木）の午前10時から午後3時
の間で、市役所地下多目的ホールで行います。

9月14日（火）午前10時～正午

※令和2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を証明できるものをご提出ください。

8月31日（火）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

みんなの介護入門教室のご案内

　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。
参加を希望される方はお申し込みください。

会　　場

社協会館会議室
講　　師

丸山 冬芽氏（NPO法人さわやか愛知副理事長）

対象・定員
どなたでも 20名（先着順）

8月27日（金）までに社会福祉協議会まで
申し込み

対　　象 ダイヤモンド婚
金　婚

申し込み

そ の 他

みんなの介護入門教室のご案内みんなの介護入門教室のご案内

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内

高齢者との関わり方とコミュニケーション演　　習
介護に関する基礎知識を学ぼう!おはなし

　家族介護や福祉施設でのボランティア活動、介護業務などに関心がある方を対象に、介護の基本的な
知識や技術を習得する講座を開催します。関心がある方は、ぜひご参加ください!

日 時

会 場 メディアス体育館おおぶ
（大府市民体育館）

1

2

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会のご案内

9月22日（水）午前10時～正午

3
9月28日（火）午前10時～正午

福祉用具展示体験 ヤガミホームヘルスセンター名古屋協力
介護保険サービスについて学ぼう!おはなし

介護予防・認知症予防の体操に活用できる
体操やレクリエーションを体験しよう!

演　　習

4
10月6日（水）午前10時～正午

介護に関わる人、必要としている人の想いみんなでトーク
人に寄り添う介護と実践演　　習

みんなの介護入門教室のご案内

参加費
無料
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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

ボランティアだよりボランティアだより
みんなでシトラスリボンを作ろう!
　シトラスリボンプロジェクトは、新型コロナウイルスに感染した方や、医療従事者な
どへの差別・偏見をなくすための取組として愛媛県ではじまり、全国的な活動として
広がっています。リボンやロゴには『それぞれの暮らしの場で「ただいま」「おかえり」
と言いあえるまちでありますように』という想いが込められています。少しでも早い
終息を願い、思いやりの輪を広げる活動に一緒に参加しませんか?

8月2１日（土） 午前10時～正午 社協会館日 　 時 会 　 場

シトラスリボンプロジェクトの紹介・リボン製作内 　 容

市民・20名（先着順）対象・定員

8月16日（月）までに社会福祉協議会まで申し込み
ただいま、おかえりって
　　　言いあえるまちに…
ただいま、おかえりって
　　　言いあえるまちに…

■個人
山　口　佳　憲
新　海　辰　郎
深　谷　節　子
村　上　知　里
安　井　孝　嗣
倉　元　須麻子
森　塚　勇　帆
坪　田　　　瞳
西　川　真　理
野　久　照　美
深　谷　節　子
澤　田　智　子
森　永　佳　代
川　﨑　香　奈
林　　　香　名
加　藤　大　策
石　橋　美　友
山　本　麻紀子
三　和　玲　子
上　江　洲喜子
浅　井　禮　子
田　中　仁　子
加　藤　美　和

松　本　直　美
杉　本　夏　希
山　口　瑞　穂
中　村　祐　子
松　田　直　子
村　上　裕見子
若　杉　貴　子
小　林　基久雄
栗　原　美　香
平　井　順　子
上　村　幸　平
加　藤　襟　香
渡　邉　裕　子
大久保　尚　子
鴨志田　美　緒
座　間　え　り
坂　本　真理子
鶴　田　博　美
鷹　羽　松　男
原　　　幸　恵
西　　　都　子
山　田　清　大
柴　田　彰　人

森　　　希　実
濱　島　まり子
永　田　潤　治
山　下　律　子
石　原　康　平
祖父江　　　修
山　﨑　弘　勝
鈴　木　悠　慈
赤　堀　美千代
池　野　孝　幸
清　水　英寿美
池　田　尚　里
柴　垣　晴　代
古　澤　美　緒
鷹　羽　多美子
山　本　もと子
伊　藤　さや香
中　嶋　貴　子
伴　　　理　代
鷲　見　幸　子
川　田　紅　梅
長　谷　友　美
大　野　優　紀

今　井　美　里
小　泉　智　美
高　野　真喜子
成　澤　清　子
稲　垣　里　紗
三ツ矢　昌　子
永　瀬　文　恵
青　木　佑　里
山　田　知　里
永　田　智恵子
加　子　裕　美
林　川　寿　子
太　田　友　栄
髙　井　恵　理
平　野　昌　彦
水　野　佳　子
山　田　美　幸
野　村　みどり
渡　辺　美　奈

など

フードバンク・ひとり親世帯
支援プロジェクト報告
フードバンク・ひとり親世帯フードバンク・ひとり親世帯
支援プロジェクト報告支援プロジェクト報告

324件

参加費
無料

■団体・企業
JAあいち知多女性部大府地域
あいち知多農業協同組合
愛三工業株式会社
CAFE&GALLERY風見鶏
東山学区子ども会
大府婦人会
厚生保護女性会
株式会社豊田自動織機
大府商工会議所
あつまり処わのや
ふじや酒店
発達支援センターおひさま保護者会
つぐみ
ボーイスカウト大府2団
あずき薬局
株式会社知多不動産ミニミニFC大府店
大府長寿会女性部
希光建設株式会社
子育て支援サークルあそびのいっぽ

など

ご寄付いただきました食料品や日用品などは、新型コロナウイルスの
影響により、生活にお困りの方たちに活用させていただきました。

提供
件数590件寄付

件数FOOD BANK

ご協力いただき、

ありがとうございまし
た！ご協力いただき、

ありがとうございまし
た！

寄付者一覧（敬称略 順不同）

大府市社会福祉協議
会

子育て

令和2年6月～令和3年5月

シトラスリボンみんなでシトラスリボンを作ろう!
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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

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！

ありがとうございました！ありがとうございました！

地域と取り組む買い物支援の紹介

地域づくりコーディネーターが語る！

地域と取り組む買い物支援の紹介地域と取り組む買い物支援の紹介

　今回は、地域や事業者と協力して取り組んでいる買い物支援について紹
介します。市内でも住民の高齢化が進み、商店やコンビニが少ない地域があ
ります。「車の免許を返納したら、買い物や通院が不安」「近くに商店がなく、
買い物が不便」という声に対して、地域住民や老人クラブ、民生委員などの
皆さんと話しあい、コープあいちやスギ薬局などの事業者にご協力をいただ
いて、移動販売の誘致や宅配サービスの紹介などに取り組んでいます。
　移動販売車に買い物に来た80代の女性からは、「たくさんの
食品があり、外出する機会にもなるし助かるわ」という声をい
ただきました。移動販売や宅配サービスは、多くの企業や事業
者が事業展開しています。今後も、地域住民の皆さんが安心し
て生活できるように、地域、事業者などと連携して支援に取り
組んでいきます。

特集 Vol.7

コ
ー
プ
あ
い
ち
の

移
動
販
売
の
様
子

JAあいち知多様より、お米を100㎏
ご寄付いただきました。

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）

令和3年5月1日～6月30日

　大府市社会福祉協議会が運営する居宅介護支援事業所につきまして、
誠に勝手ながら令和３年６月１日から下記のとおり統合させていただき
ました。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

記

居宅介護支援事業所の統合について

①横根介護プランセンター
（大府市横根町狐山）

②長草介護プランセンター
（大府市長草町坪井）

事
業
所

横根介護プランセンター
（大府市横根町狐山）

統　合　後統　合　前

■現金
浄通院参拝者・・・・・・・・・・・・・・・・・18,850円
丑寅同年会・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61,241円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3,544円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

■物品
早川仁税理士事務所・・・・・・・・・・・・古切手

㈱イマデン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
愛知用水土地改良区大府事務所・・・・　〃　
さわやか愛知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
㈱アニバーサリーホーム・・・・・・・・・　〃　
㈲成田彫刻・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
フレンズパン協業組合・・・・・・・・・・・　〃　
宮田 宣知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
大府市鉄工団地協同組合・・・・・・・　〃　
トルクシステム㈱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
㈱吉見製作所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　

愛三工業労働組合・・・・古切手、ベルマーク
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
かほママ・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
大府マジッククラブ・・・・・　　　〃　　　
ネットワーク大府・・・・・・　　　〃　　　
㈲シモムラ・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
愛知ロータリーEクラブ・・・文具、タオル、他日用品
榊原 肇・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・手押し車
佐藤 きみ子・・・・・・・・・・・・・・・・・・レース編み
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・書き損じハガキ
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問い合わせ先 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

子育て支援サークルあそびのいっぽ　共和東自治区　吉田自治区
大府市 大府市社会福祉協議会 大府市民活動センター「コラビア」主　　催

協　　力

活動に関心がある方 20名（先着順）対　　象

9月24日（金）までに、社会福祉協議会窓口、電話、FAX、メールでお申し込みください。申し込み

①『フードバンクとは』おはなし

前川　行弘さん（NPO法人セカンドハーベスト名古屋理事長）講　　師

②『環境問題の観点からみるフードバンクと市内の活動について』おはなし

植木　孝（大府市環境課環境政策係）講　　師

『コロナ禍における生活困窮の状況について』おはなし

熊野　俊（社会福祉協議会事業係）講　　師

『ひとり親家庭などを支える活動を通してみえてきたこと』活動紹介

大橋　房代さん（子育て支援サークルあそびのいっぽ代表）講　　師

『食品の仕分けと管理』体　　験

『フードバンクで生活にお困りの方を支える』みんなでトーク

櫻木　洋介（社会福祉協議会事業係）
久保田　好明（大府市民活動センター「コラビア」センター長）

コーディネーター

食でつなぐ応援サポーター講座食でつなぐ応援サポーター講座食でつなぐ応援サポーター講座
～おなかも心も満たして、みんな笑顔に!～～おなかも心も満たして、みんな笑顔に!～

　生活にお困りの方を支える活動であるフードバンク・フード
ドライブの活動を広げ、みんなが笑顔になれるまちづくりを
進めるため、活動を応援していただくサポーターを募ります。
活動に関心がある方は、ぜひご参加ください!

横根自治区のフードドライブイベントの様子（横根公民館）

市役所会議室

10月16日（土）
午前10時～11時30分

内　　　　容日　　時

3
会場

大府市民活動センター「コラビア」

10月9日（土）
午前10時～11時30分

2
会場

市役所会議室

10月2日（土）
午前10時～11時30分

1
会場

参加費
無料!

FOOD BANK

　「食料銀行」を意味する社会福
祉活動で、まだ食べられるのに、
さまざまな理由で処分されてしま
う食品を、必要としている施設、
人に届ける活動

フードバンク

フードドライブ

フードバンク

　家庭で不要な未開封食品を寄
付していただき、必要としている
方に届ける活動

フードドライブ

Thank you
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