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おおぶ社協だより

おおぶの福祉 244号［紙面紹介］

おおぶ社協

〈ごあんない〉●みんなの防災教室
●はじめて学ぶ手話～手話奉仕員養成講座（基礎編）～
●懐かしの歌でいきいき元気教室
●総合ボランティアセンターの紹介

おおぶ社協ってどんなところ？おおぶ福祉特集①

令和4年度大府市社会福祉協議会 重点目標・予算おおぶ福祉特集②

『おおぶ社協って
どんなところ？』

福祉実践教室夏休みボランティアスクール 福祉実践教室夏休みボランティアスクール

シトラスリボンプロジェクト地区福祉委員会（避難所運営ゲーム） シトラスリボンプロジェクト地区福祉委員会（避難所運営ゲーム）

大府市手をつなぐ育成会で子どもの笑顔につながる活動に参加しませんか？

おおぶの福祉おおぶの福祉



おおぶ社協は、誰もが安心して
暮らすことのできるまちを目指し、
地域福祉の推進に取り組み続けます！！

おおぶ社協は、誰もが安心して
暮らすことのできるまちを目指し、
地域福祉の推進に取り組み続けます！！

生活の困りごとにこんなサポートもしています。

こんな取組をしています！

●総合ボランティアセンター
●小・中・高校での福祉実践教室
●地区福祉委員会の活動支援
●赤い羽根共同募金
●フードバンク
●日常生活自立支援事業 などボランティア養成講座ボランティア養成講座

おぶちゃん赤い羽根
ピンバッジ

住民の皆さまと
一緒に、地域での
福祉活動に取り
組んでいます！

●大府市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スピカ内
　【JR東側】社会福祉協議会内
●ふれあいサロンへの支援
●大府市老人クラブ連合会
　（ゴールデンクラブおおぶ）事務局 など

高齢者支援

地域での福祉活動の推進

地域の人に愛される
“ふれあいの場”と
なりますように☆

『おおぶ社協って
どんなところ？』

　Aさんは「最近は判断能力が落ち、
体が弱って動けなくなった」「病院に
行くお金がない」「息子が無職で家か
ら出ない」と不安な表情です。

　Aさん（70代男性）は、ひきこもりがちな息子のBさん（30
代男性）と２人で暮らしていますが、家の中は段ボールや
ペットボトルなどのゴミであふれています。

　軽度の知的障がいのある、ひとり暮らしのCさん（30代女
性）。金銭管理や物を捨てることが苦手で、住んでいるアパート
にはゴミが散乱しています。そのため、社会福祉協議会の金銭
管理の支援サービス〔日常生活自立支援事業〕を利用していた
だき、日常の金銭管理や生活の困りごとをサポートしています。

　Aさんのご親族は疎遠でしたが、説得を重ねることによ
り協力をお願いすることができ、病院を受診することがで
きました。また、Bさんは市役所の就労支援などのサービ
スにより、就職に向けて活動をはじめました。ご親族や関
係者の協力により、家のゴミも片付き、徐々に
生活が安定しています。今後もAさん親子を見
守りながら、これからの生活について一緒に
考え、サポートしていきます。

　社協職員が同行し病院を受診したところ、食生活の乱れに
よる体調不良が原因であるとの診断でした。現在は、市保健
センターと協力しながら食生活の改善について一緒に考え
ています。Cさんの困りごとや心配ごとはた
くさんありますが、Cさんに寄り添いながら、
市、医療・福祉の関係者の皆さまと連携して
生活の改善を含むサポートをしています。

●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
●大府市子ども会連絡協議会事務局
●ひとり親･子育て世帯支援事業

子ども・子育て支援
●大府市障がい者相談支援センター
　（ふれ愛サポートセンタースピカ内）
●大府市身体障がい者福祉協会事務局
●大府市手をつなぐ育成会事務局 など

障がい者支援

お気軽にご相談ください！

　ある日Cさんから「体が動かな
い！」と社会福祉協議会に連絡が
ありました。

息子と２人で孤立しているAさん 金銭管理や片付けが苦手なひとり暮らしのCさん

おおぶ福祉特集①

『おおぶ社協って
どんなところ？』
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大府市東新町一丁目２１９番地

０５６２－４８－１８０５

社会福祉法人 大府市社会福祉協議会

　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、一
般的に「社協（しゃきょう）」と呼ばれています。
　おおぶ社協は、地域住民の皆さまをはじめ、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すことのでき
るまちを目指し、福祉の向上に向けて取り組んでいます。

obu-fuku@ma.medias.ne.jp

０５６２－４６－９５６０

＠obu_shakyo ＃おおぶ社協

皆さまからの善意を
さまざまな活動に活
用させていただいてい
ます。

1,000人

インスタグラム
フォロワー数

289件

フードバンク・
ひとり親（子育て）
世帯支援寄付件数

2,200個

シトラスリボン
制作数

令和３年度もさまざまな事業にご協力をいただき、ありがとうございました！！

フォローしてね！

インスタ
グラム

ホーム
ページ

災害ボランティアコーディネーターの養成 ふれあいサロンへの支援 福祉車両・車いすの貸出

赤い羽根共同募金街頭募金 認知症行方不明者等捜索模擬訓練 地域支えあいマップづくり

フードバンク 福祉実践教室 まち★ピカ プロギング

災害ボランティアコーディネーターの養成 ふれあいサロンへの支援 福祉車両・車いすの貸出

赤い羽根共同募金街頭募金 認知症行方不明者等捜索模擬訓練 地域支えあいマップづくり

フードバンク 福祉実践教室 まち★ピカ プロギング

＊令和3年度実績

3



社協設立45周年を契機とした地域福祉の推進・社協の機能強化
記念式典での福祉座談会・感謝のつどいの開催、社協ＰＲの推進 など

コロナ禍における市民の生活及び活動の支援
特例貸付全借受人を対象とした生活状況把握調査の実施、支援が必要な方・世帯を対象とした相談会の開催など

大府市成年後見センター開設に伴う権利擁護の推進
権利擁護係の設置、法人受任の推進、成年後見支援員の養成 など

重
点
事
業

１

2

3

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4年度

大府市社会福祉協議会
令和4年度

大府市社会福祉協議会

　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、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、市民の皆さまや事業所の方々 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。

重点目標・予算重点目標・予算

ご協力

お願いします。会
員
募
集
の
お
願
い

会
員
募
集
の
お
願
い

予備費等 1,000

高齢者
相談支援
92,728

障がい者相談支援
53,196

法人後見人受任 5,144
地域福祉推進（市受託事業）
2,635

資金貸付事業 1,599

日常生活自立支援事業
1,649

共同募金
配分金事業
17,379

法人運営
100,838

市・県社協受託金
226,899

障がい福祉
サービス
31,066

共同募金配分金
及び県社協助成金
13,045

寄付金 2,300
社協会費 8,450

支出
316,350千円

収入
316,350千円

その他（利用料等）
1,867

広域連合受託金
1,272

積立預金取崩収入 8,135 児童老人福祉センター 40,182

市補助金 17,879

介護保険事業
5,437
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はじめて学ぶ手話

みんなの防災教室

６月３日～１１月１８日（全２３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 知多地区聴覚障害者支援センター講　　師

手話奉仕員養成講座【入門編】を過去に受講した人対　　象

２０名（先着順）定　　員 無料参 加 費

５月２０日（金）までに社会福祉協議会まで申し込み

みんなの防災教室みんなの防災教室

はじめて学ぶ手話はじめて学ぶ手話

　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。防災について一緒に考えませんか？

はじめて学ぶ手話 ～手話奉仕員養成講座（基礎編）～

　耳の不自由な方への理解を深め、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。
みんなで一緒に楽しく手話を学びましょう！

神田っ子 健康教室  懐かしの歌でいきいき元気教室

第１回：６月５日（日）　第２回：１０月２０日（木）　第３回：１２月１５日（木） 各回とも午前１０時～１１時
※全３回の参加が効果的ですが、１回のみの参加でも申し込みできます。

日　　時

神田っ子プラザ多目的室会　　場 滝　けいこ講　　師

概ね７０歳以上の方（市内在住）対　　象 無料参 加 費

１５名程度（先着順）定　　員

５月２日（月）９時から
神田っ子プラザまで

申し込み

神田っ子 健康教室  懐かしの歌でいきいき元気教室神田っ子 健康教室  懐かしの歌でいきいき元気教室
　「わあ～なつかしい歌…」と思う気持ちが心身の健康につながります。昭和の懐メロや童謡唱歌と
ともに楽しみながら体を動かしてみませんか。

※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、状況に応じて中止または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。※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、状況に応じて中止または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。

住所：大府市神田町六丁目388番地の１
TEL：４６-０５６７

参加費無料

DAIWA防災学習センター水害体験

大府市危機管理課、社会福祉協議会、おおぶ防災ボランティア共　催

大府市危機管理課職員、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　師

どなたでも対　象 ２０名（先着順）定　員 6月17日（金）までに社会福祉協議会まで申し込み

①大府市の防災の取組について
②防災学習センターの体験

講　演

地域防災・災害時の助けあいについて講　演

わたしたちにできること情報交換

6月25日（土）
午前１０時～正午

7月 2 日（土）
午前１０時～正午

１

２

内　　　容会　　場日　　時

DAIWA
防災学習センター

社協会館 会議室

昨年度
【入門編】の

様子

みんなの防災教室

神田っ子 健康教室  懐かしの歌でいきいき元気教室
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ボランティアだよりボランティアだより

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

総合ボランティアセンター登録グループの活動例

たくさんの
仲間と楽しく
活動しませんか？

相談の
流れ

★ボランティアをしたい
★ボランティアにきてほしい
★ボランティアについて知りたい

まずは、ご連絡ください。
ご希望にあった活動を紹介し、
おつなぎします。

★障がい児・者と交流・支援・学習（ガイドヘルプ､手話､要約筆記など）
★自助具（障がいに合わせた生活用具)製作
★高齢者・障がい者の訪問・話し相手

★福祉施設の軽作業や介助のお手伝い
★イベント協力（歌声喫茶、抹茶、生け花、盆踊りなど)

総合ボランティアセンターでは、
ボランティアに関するさまざまな
取り組みや相談への対応を行っています。

（1) 高齢者・障がい児・者を対象とした活動

（5) 施設・病院活動関係

★高齢者世帯へのお手伝い（清掃、ゴミ出し、買い物など）
★緑化推進・環境美化活動
★子どもたちの登下校時の見守り活動
★手打ちそば･うどんづくり・提供
★野良猫に関する相談・支援活動
★外国人と地域行事への参加及び交流、日本語教室
★大府市の歴史、文化、健康などのガイド
★DV被害者への支援活動
★「大府の民話」の電子紙芝居
★防災活動
★子ども落語
★健康体操
★募金活動

（4) 地域活動関係

★本の読み聞かせ
★人形劇や親子遊びなどによる
子育て支援
★フードドライブなど子ども支援
★外国にルーツを持つ子どもたちに
日本語教室・宿題のサポート

（2) 児童・子育て関係

★歌、踊り、楽器（ギター、ハーモニカ、三味線、大正琴、オカ
リナなど）演奏による訪問活動
★腹話術による福祉施設などへの訪問活動
★沖縄の伝統楽器「三線」の演
奏や、沖縄民謡などによる訪
問活動
★ミシンを使用した福祉活動
★マジックによる交流・訪問活動
★おもちゃの修理

（3) 技術提供・交流について

ボランティアをしたい ボランティアについて
知りたいボランティアにきてほ

しい

おまかせ
ください!!

子どもたちの
登下校の見守りフードドライブ（食料品の寄付）

福祉施設でのギター演奏

●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
●コロナ禍のボランティア活動支援（感染対策グッズの提供、活動状況調査など）
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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

　大府市社会福祉協議会が運営を担っておりました介護保険事業につきまして、『認定特定非営利
活動法人ネットワーク大府』に引き継ぐこととなりました。皆様のこれまでのご支援とご協力に心より
感謝申し上げます。引き続きのご理解とお引き立てを、よろしくお願い申し上げます。

令和4年3月31日まで
社会福祉法人大府市社会福祉協議会
①大府市デイサービスセンター
②長草デイサービスセンター
③社協ヘルパーセンター
④横根介護プランセンター

令和4年4月1日から
認定特定非営利活動法人ネットワーク大府
①大府市デイサービスセンター
②長草デイサービスセンター
③ヘルパーセンター横根
④ネットワーク大府 横根介護プランセンター

期　　間
運　　営

事業所名

たくさんのご寄付ありがとうございました！ 令和4年2月1日～3月31日

大府南中学校様より、吉田自治区のフードドライ
ブ窓口を通じて食料をご寄付いただきました。

イヅミ工業株式会社様より、
未使用切手76,875円分を
ご寄付いただきました。

大府キリスト集会様より、
100,000円のご寄付を
いただきました。

たくさんのご寄付ありがとうございました！

大府高校家庭
クラブ委員会
様より、多数
の古切手、ベ
ルマーク、書
き損じハガキ
をご寄付いた
だきました。

介
護
保
険
事
業
の

移
管
に
つ
い
て

　３月１５日（火）に、大府市と社会福祉協議会で『大府市災害ボランティアセンター
の設置及び運営等に関する協定』を締結しました。
　本市では大規模災害発生時に、被災状況に応じて、災害ボランティアセンターを
市が設置し、社会福祉協議会が運営を担います。
　この協定では、大府市と社会福祉協議会の果たすべき役割や協力事項、費用負
担などについて定めています。
　社会福祉協議会では、いざという時に被災された方に寄り添った
災害ボランティアセンター運営ができるよう、平常時からのセンター
の体制整備や関係機関・団体との連携強化に取り組んでまいります。

『大府市災害ボランティアセンターの設置及び運営等に関する協定』を締結しました！『大府市災害ボランティアセンターの設置及び運営等に関する協定』を締結しました！

　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）

■現金
大府キリスト集会・・・100,000円
浄通院参拝者・・・・・・・・・35,900円
㈱サンスタッフ・・・・・・・・・・5,000円
ナゴヤダンスアカデミー 10,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5,420円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1,855円

■物品
共和病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
㈱三恵シーアンドシー・・・・・　〃　
小松 文五・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
ネットワーク大府・・・・・・・・・・　〃　
トルクシステム㈱・・・・・・・・・・　〃　
さわやか愛知・・・・・・・・・・・・・・　〃　
深谷 友造・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
愛知用水土地改良区大府事務所・・・　〃　

匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
らーめん吉左右・・・・・・・・・ベルマーク
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　〃　　
冨田造園㈱・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
かほママ・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
イズミ工業㈱・・・・未使用切手 76,875円分
ふじや酒店となかまたち・・・・・古切手、飲料

吉田まちづくり協議会、吉田自治区、
吉田地区福祉委員会・・・・・・・・・・食料
ＪＡ女性部大府地域連絡協議会・・・・・　〃　
大府高校家庭クラブ委員会
・・・・・・・・古切手、ベルマーク、書き損じハガキ
大府マジッククラブ・・・・音響機器セット
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・大人用オムツ
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・キャベツ3箱

災害義援金を募集しています！災害義援金を募集しています！

大府市共同募金委員会（社会福祉協議会内） TEL：48-1805

　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、各都道府県に設置される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。
問い合わせ先

令和4年3月福島県沖地震災害
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。
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問い合わせ先
大府市手をつなぐ育成会事務局（大府市社会福祉協議会内）

　手をつなぐ育成会は、昭和27年に知的障がい児
を持つ母親が子どもの幸せを願って、同じ思いの
仲間とともに設立した組織で、全国で約10万人の
会員が所属しています。大府市では約150名の会
員が、余暇活動や勉強会などを通して、会員同士
で交流したり、子どもたちの成長や自立につなが
る活動に取り組んだりしています。

住　所：大府市東新町一丁目219番地  　電　話 ： 48-1805　FAX ： 46-9560
メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp

大府市や近隣市町にお住まいの心身障がい児（者）の保護者や趣旨に賛同
する方なら、どなたでも入会できます！年会費は1,500円です。育成会に入会するには？育成会に入会するには？

育成会とは？

　学校のつながりでは出会えない、先輩のお母さんたちと知りあいになれたのが、一番大きかったです。将来
が不安でしたが、卒業後の実際のお話を聞かせていただいて、「あぁ、こういう風になっていくのかな…」と
見通しが持てるようになりました。今も心配なことはありますが、これから入会する方にも、私たちのように
安心感を持ってもらえたり、一緒に乗り越えていく仲間になってもらえたりしたら、嬉しいです。役員Cさん

子どもと輝く！
親とつながる
同じ思いの

見たいから…
子どもの笑顔が

★日帰りバス旅行　★福祉・健康フェア出展　★クリスマス会　　★視察研修　
★講演会　　　　　★グループ学習　　　　　★ボウリング大会主なイベント行事

　クリスマス会などが
楽しいです！育成会の
イベントなら、障がいの
あることはみんな同じ
で、みんなが解ってくれ
ているので、気を遣うこ
となく、安心して参加で
きます。

　卒業後に通う事業所
や、将来の住まいになる
かもしれないグループ
ホームなどの情報を、研
修会で知ることができ
て良かったです。見学会
もしていけたらと思って
います。

会員Bさん会員Aさん

会員の声

大府市手をつなぐ育成会で子どもの笑顔につながる活動に参加しませんか？

「一人じゃない」と思えるように

問い合わせ先
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