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〈ごあんない〉●赤い羽根共同募金 オリジナル募金箱を作ろう！
●生きがいづくり応援講座
●認知症サポーター養成講座
●子育て用品おゆずりします
●夏休みボランティアスクール参加者大募集 他

全世代型サロンに出かけよう！おおぶ福祉特集

全世代型サロン「curious（キュリオス）」参加者の皆さん
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おおぶ福祉特集

サロンを手伝ってくれる方、新たにサロンを始めたい方も募集しています！
全世代型サロンについてのお問い合わせは社会福祉協議会 地域支援係まで

だんらん

　大府市では、子どもや若い世代の人口は増えていますが、共働き世帯の増加や子どもの生活様式の
多様化など、子どもを取り巻く環境が大きく変化しています。さらに、子どもや若い世代の地域活動への
参加が減少しており、地域のつながりが希薄になってきています。今後、地域社会を持続させていくため
には、地域で子どもを育てることや、世代や分野を超えた住民のつながりをつくることが重要です。

　全世代型サロンとは「食」を通して、子どもから高齢者まで世代を超えた住民同士のつながりをつくる、地域の
居場所です。すべての全世代型サロンでは、昼食を食べることができるので、みんなで一緒にごはんを食べたり、
遊んだり、話をしたり、いろいろな人と交流しながら楽しく過ごすことができます。
　大府市では令和３年度から、子ども食堂の機能がある「全世代型サロン」の開設・運営について、アドバイスや
補助金を交付するなど、地域の活動を支援しています。

日　時

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

毎月第１土曜日 11:00～14:00
場　所 ネットワーク大府 キッズ棟

(森岡町１丁目30番地)
昼食代 子ども(中学生以下) 100円

大人 300円
予　約 予約は必要ありません。

当日、直接お越しください。

日　時 毎月第３土曜日 11:00～14:00
場　所 ふれあいの居場所みどり

(江端町３丁目85番地)
昼食代 子ども(中学生以下) 無料

大人 300円
予　約 事前に44-3232まで

お電話ください。

日　時 毎月第４日曜日 11:00～14:00
場　所 アンシャンテ大府

(桃山町２丁目115番地)
昼食代 子ども(中学生以下) 無料

大人 100円～(カンパ制)
予　約 予約は必要ありません。

当日、直接お越しください。

み ど り curious（キュリオス）

市内の全世代型サロンに行ってみよう！

先着
20名
先着
20名

大人も！子どもも！どなたでもどうぞ！！

全 世 代 型 サ ロ ン と は ？

子 ど も を 取 り 巻 く 環 境 の 化変

curious代表
松谷 麻美子さん

写真提供：大府市

運営者の声
　私たちは現役の子育て当事者を中心に活
動しています。その視点を活かして居場所を
作り、話ができる人になれればと思っていま
す。どうぞふらりとお立ち寄りください。 田端 七百子さん

参加者の声
　子どもたちが活動している様子を見守りな
がら、美味しいランチをいただきました。近所
で世代を超えて交流ができる場所が増える
と、地域が元気になっていくと思います。

全世代型サロンに出かけよう！

サロンを手伝ってくれる方、新たにサロンを始めたい方も募集しています！
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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

obu-fuku@ma.medias.ne.jp

０５６２－４６－９５６０

＠obu_shakyo

フォローしてね！ インスタグラム ホームページ

おおぶ社協 PHOTO NEWSおおぶ社協 PHOTO NEWSおおぶ社協 PHOTO NEWS
市内の地域・福祉の活動やイベントの様子、皆さんの笑顔をお届けします！

共和町５丁目に常設サロンがオープンしました！子どもから高齢者まで、気軽に立ち寄っておしゃべりや交流ができる地域の居場所です。

毎週月～木曜日 13:00～17:00

常設サロン
「近くの他人」OPEN！

桜が咲く中での始業式。お兄さんお姉さんが地域の方
たちと、元気にあいさつする姿を見て、新１年生も一緒に
手を振って、地域の方たちとあいさつをしていました。

小学校での
あいさつ･
声かけ運動

おおぶ社協総合ボランティアセンター登録グループの連絡会
を行いました！今年度も感染対策をしながらの活動になります
が、皆さんの活動を精一杯サポートさせていただきます。

ボランティアグループ連絡会

春は出会いや別れ
の季節。新たな環境
で過ごされる方も
多いかと思います
が、きっと青空と桜
が応援してくれてい
ますね。

令和４年度が
はじまりました。

4/9（土）
4/7（木）

4/1（金）

4/10（日）

学校も学年も違う子との初めまして。
緊張している様子もありましたが、これ
から色んな活動を通して仲良くなって
いけるといいですね(^^)

開講式★
ジュニアリーダーズクラブ4/17（日） 老人クラブ「共和東あすなろ会」主催

の「共和東ラジオ体操友の会」が888

回を達成しました！老人クラブだけで

なく、地域の方たちも一緒に毎朝元

気に活動しています。

ラジオ体操を通して
地域を元気に！

4/28（木）

ふれ愛サポートセンタースピカふれ愛サポートセンタースピカ

＃おおぶ社協
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オリジナル募金箱を作ろう！

※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。

オリジナル募金箱を作ろう！オリジナル募金箱を作ろう！
夏休み企画

７月３１日（日） 午前１０時～正午日　時

社協会館 会議室会　場

２０名（先着順）定　員

市内小・中学生または親子対　象

無料参加費

７月１５日（金）までに社会福祉協議会まで申し込み

飾りつけたいものがあればお持ちください。持ち物

その他

生きがいづくり応援講座生きがいづくり応援講座生きがいづくり応援講座

日 　 時  ・  会 　 場 内　　　容

7月15日（金） 午前10時～正午
石ヶ瀬会館 大会議室

7月22日（金） 午前10時～正午
石ヶ瀬会館 大会議室

7月29日（金） 午前10時～正午
石ヶ瀬会館 大会議室

市内在住の65歳以上の方対象

参加費無料！

20名（先着順）定員 7月8日（金）までに社会福祉協議会まで申し込み

①『つながって生きがいをつくろう！』おはなし
社会福祉協議会 地域づくりコーディネーター講　　師

②『公民館から地域デビュー！』おはなし
吉田公民館 館長講　　師

第2回 ①『まだまだ現役！働く楽しさ再発見！』おはなし
大府市シルバー人材センター 職員講　　師

②『認知症カフェを知ろう！』おはなし
カフェくちなし スタッフ講　　師

第3回 ①『地域の活動を知ろう！』おはなし
吉田自治区 事務局・活動者講　　師

②『老人クラブで仲間づくりと健康づくり！』おはなし
ゴールデンクラブおおぶ（大府市老人クラブ連合会）会員講　　師

第1回

生きがいづくり応援講座

完成した募金箱は、ご自身の身近で活用していただくこと
もできますし、主催者に託す場合は、市内の募金箱設置
協力店にて、活用させていただきます。

　地域の身近な福祉活動を支
援する資金です。「じぶんのまち
を良くするしくみ」をキャッチフ
レーズとして、大府市で集めた
募金の約85％は市内の身近な
福祉事業に、約15%は愛知県域
の福祉事業に、役立てられて
います。

赤い羽根共同募金の
シンボルキャラクター
愛ちゃん

赤い羽根共同募金の
シンボルキャラクター
希望くん

　赤い羽根共同募金を通した福祉活動を身近に感じる機会
として、募金箱に絵を描いたり、飾りをつけたりして、オリジ
ナル募金箱を作ります。
　この夏、ワクワクしながら飾りつけを楽しみ、できあがっ
た募金箱が誰かのために役立つ体験をしてみませんか？
皆さんのご参加をお待ちしております！

　市内では地域や団体の活動、高齢者向けの仕事などで、多くのシニア世代が活躍しています。趣味や日課を
つくって、元気に楽しく過ごしたい！これからの人生の生きがいを見つけたい！という方を対象に講座を開催し
ます。気になる回だけの参加も大歓迎です。

専用フォームは
こちらから↓

赤い羽根共同募金ってどんな
募金？

じぶんのまちを良くするために、
世界に１つのオリジナル
募金箱を一緒に作ろう！

オリジナル募金箱を作ろう！
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子育て用品おゆずりします！

あなたの地域や職場で 認知症について学びませんか？

※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。

あなたの地域や職場で 認知症について学びませんか？あなたの地域や職場で 認知症について学びませんか？

子育て用品おゆずりします！子育て用品おゆずりします！

～認知症サポーター養成講座～

　大府市と社会福祉協議会では、認知症について理解を深め、認知症の方やその家族を温かく見守る
支援者「認知症サポーター」を増やすために、「認知症サポーター養成講座」を開催しています。
　現在、全国で約１,３００万人、大府市では19,735人（令和4年3月末現在）の方がサポーターとなって
います。地域、職場、学校やグループなど、仲間と一緒に認知症について、学んでみませんか？

６０分程度時　間

申込者でご用意ください。（ご自宅でも可能です）会　場

市内に在住・通勤・通学している方を中心とした集まり（5人以上）対　象

無料参加費 社会福祉協議会まで申し込み

認知症の理解
（認知症の症状・予防・認知症の方との接し方など）

内　容

キャラバン・メイト
（認知症サポーター養成講座を開催するための養成研修修了者）

講　師

日　時

新型コロナウイルス感染症により、減収などの影響を受けてお困りの子育て世帯対　象

午前８時３０分～午後５時１５分（土日祝日、年末年始休は除く）受付時間

定　員

　社会福祉協議会では、企業・団体の方々や個人の
皆さまからご寄付いただいた日用品や子ども用品
を、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活
にお困りの世帯に、おゆずりしています。

今回の譲渡会から、感染症予防と混雑緩和のため、１時間帯につき10組まで、１組４名まで、の入場と
させていただきます。定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

申し込み 参加を希望する時間帯のフォームから事前に予約してください。フォームからの予
約が難しい場合は、６月１７日（金）までに社会福祉協議会まで、電話、FAX、メール
でお問い合わせください。

その他 入室から退室までを、各時間帯内にお済ませください。予約なく来場された場合
は、空いている時間帯をご案内します。空いている時間帯がない場合は、キャンセ
ル待ちとして受付させていただきますので、ご了承ください。

専用フォームは
こちらから↓

６月１９日（日）
右記①～⑥の各１時間 

① ９：００～１０：００
④１２：００～１３：００

②１０：００～１１：００
⑤１３：００～１４：００

③１１：００～１２：００　　　
⑥１４：００～１５：００

子 ど も 用 品 譲 渡 会

平 日

ひとり親(子育て)世帯

支援プロジェクト
ひとり親(子育て)世帯

支援プロジェクト

「オレンジリング」と
「サポーターカード」が

もらえます！

社協会館会　場 無料参加費

社協会館 会議室会　場 無料参加費

受付終了 受付終了

あなたの地域や職場で 認知症について学びませんか？

子育て用品おゆずりします！
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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

夏休みボランティアスクール参加者大募集！！夏休みボランティアスクール参加者大募集！！夏休みボランティアスクール参加者大募集！！

市内高齢者施設、障がい者施設など

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、状況に応じて中止させていただく可能性があります。

ボランティアとは、楽しみながら、成長や感動、充実感、達成感を得ることのできる活動です。
あなたの成長につながる、学校ではできない体験が待っています！！

たくさんの人たちとの出会いや交流を通じて、素敵な夏休みにしましょう♪

社会福祉協議会窓口、電話、ＦＡＸ、メール、にてお申し込みください。
また、学校を通して本事業のパンフレット（参加申込書）を配布しております。
参加申込書には第４希望までご記入ください。申し込み多数の場合は抽選となりますので、ご了承ください。

主　　催 社会福祉協議会 総合ボランティアセンター 対　　象

会場7月29日(金)～8月9日(火)のうち2日間　ボランティア体験期間

市内在学の中学生・高校生
参 加 費 無料 ※別途、プログラムにより昼食代が必要になります。
そ の 他 参加者は、主催者を通じてボランティア活動保険に加入します。
申し込み

高齢者との交流。お話し相手、ゲームや体操
などのお手伝いをします。
高齢者との交流。お話し相手、ゲームや体操
などのお手伝いをします。
高齢者との交流。レクリエーションやお話し相手、
入浴後の整髪などのお手伝いをします。
高齢者との交流。レクリエーションやお話し
相手などのお手伝いをします。
知的障がいのある方が利用する施設。作業や
外出活動などのお手伝いをします。
知的障がいのある方が利用する施設。一緒に散歩や
体操をしたり、音楽や芸術活動のお手伝いをします。
知的障がいのある方が働く施設。障害のある方と
共に、授産作業（クリーニングなど）を体験します。

高齢者との交流、趣味のお手伝い。

高齢者との交流、草取り、食事づくりのお手伝い、
さをり織り教室などへの参加。

高齢者との交流、草取り、食事づくりのお手伝い。

施設整備と清掃、講座準備と片付け、参加者と
の交流。
地域の方たちとともに外国籍の子ども、大人を
招いての行事、昼食づくりなどの企画、運営。

活　動　内　容日　　　程施　　設　　名№

日　時 ①7月23日（土）午前10時～11時30分
②7月26日（火）午後1時30分～3時

場　所 大府市役所 地下会議室００１～００３
内　容 オリエンテーション、注意事項など

事前学習会（必須）※①または②の日程でご参加ください。
日　時 8月19日（金）

午前10時～11時
場　所 大府市役所 地下会議室００１～００３
内　容 体験活動の振り返り・まとめ

事後学習会（任意）

1

2

3

4

5

6

7

8

９

10

11

12

大府の郷 （長草町）

多機能ホーム いしがせ （森岡町）

大府市デイサービスセンター （横根町）

ネットワーク大府 あいこでしょ （森岡町）

東あけび苑 （横根町）

たくと大府 （横根町）

ワーキングスペースおおぶ （半月町）

ひなたぼっこ （共西町）

ふれあいの居場所 長草横丁 （長草町）

ふれあいの居場所 みどり （江端町）

あつまり処 わのや （柊山町）

近くの他人 （共和町）

①8月1･2日　②8月3･4日
午前9時30分～午後4時
8月1･2日
午前9時30分～午後3時30分
①8月5･6日　②8月8･9日
午前8時30分～午後4時30分
8月1･2日
午前9時30分～午後3時30分
①8月1･2日 ②8月3･4日 ③8月8･9日
午前9時～午後4時15分
①8月1･2日 ②8月3･4日 ③8月8･9日
午前9時～午後4時
①8月1･2日　②8月8･9日
午前9時～午後3時30分
8月1･2日
午前9時30分～午後3時
①8月1･2日　②8月3･4日
午前9時30分～午後2時
①8月1･2日　②8月3･4日
午前9時30分～午後2時
8月5日 午後1時～午後5時 と
8月6日 午前9時～午後1時 の2日間
①8月1･2日 ②8月3･4日 ③8月5･6日
午前10時～午後5時
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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相談について

たくさんのご寄付ありがとうございました！ 令和4年4月1日～4月30日たくさんのご寄付ありがとうございました！
　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）

大府市成年後見センター　TEL 38-5338

高齢者相談支援センターだより 成年後見制度をご存知ですか？特集 Vol.29

　成年後見制度は認知症や知的・精神障がいなどで判断能力が不十分な方が、不利益になら
ないように、ご本人に代わって成年後見人等が財産管理や生活を維持するための契約や手続
きなどを行う制度です。
　成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の２種類があります。

1,324,000円
３６0事業所

令和3年度 賛助会員 会費・加入実績
（法人・事業所等 １口3,000円以上）

賛助会員募集のお願い賛助会員募集のお願い賛助会員募集のお願い大府市社会福祉協議会

　大府市の関係機関、団体並びに事業所各位からい
ただく賛助会費は、地域福祉の充実に活用させていた
だいております。本年度も賛助会員の募集につきまし
て、会員募集協力員が各事業所をお訪ねいたします
ので、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお
願い申し上げます。

令和
4年度

合計

本年度もご協力
お願いいたします！

　大府市では令和４年４月に大府市成年後見セン
ターが開設されました。成年後見制度に関する
ご相談は、大府市成年後見センターまたは高齢者
相談支援センターにお問い合せください。

こんな時に必要ですこんな時に必要です
•医療や福祉サービスの契約を
自分ですることが難しい
•お金の管理が自分では難しい
•言われるまま契約してしまい
キャンセルできない

後見…判断能力が欠けているのが通常の状態
にある方を保護・支援

保佐…判断能力が著しく不十分な方を保護・支援
補助…判断能力の不十分な方を保護・支援

　将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ誰
に、何を頼みたいか決めておく制度です。公正証
書で任意後見契約を締結します。

任意後見制度

　判断能力が不十分な状態で支援を必要とする
方のために、家庭裁判所により後見人等が選ばれ
る制度です。ご本人の判断能力の程度に応じて
「後見」「保佐」「補助」の３つの類型があります。

法定後見制度

大府市仏教会様より、缶募金として各寺院
の参拝者の皆様からいただきました募金
122,611円をご寄付いただきました。

延命寺（大東町）
浄 通 院
常 福 寺
庚 申 寺
地 蔵 寺
専 唱 院

藏 福 寺
祖 山 寺
極 楽 寺
良 徳 寺
地 蔵 院
一 如 寺

天 性 寺
普 門 寺
圓 通 寺
大 日 寺
光 善 寺
延命寺（米田町）

薬 師 寺
東 光 寺
長 澤 寺
阿弥陀寺
賢 聖 院
清 凉 寺

大府市仏教会（順不同）

連
　
絡
　
先

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)  TEL 45-5455
●JR東側(社会福祉協議会内)     TEL 48-1051

■現金
ＪＡあいち知多女性部大府地域・・・66,992円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

■物品
共和病院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古切手
㈲まるひろ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   〃   
㈱イマデン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   〃   
トルクシステム㈱・・・・・・・・・・・・・・・   〃   

ネットワーク大府・・・・・・・・・・・・・・古切手
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   〃  
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベルマーク
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
かほママ・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　　〃　　　
小合 義高・・・・・・・・・・・・・・書き損じハガキ
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす

後見の類型

全世代型サロンに出かけよう！
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住所：大府市東新町一丁目219番地　TEL：0562-48-1805　FAX：0562-46-9560
メール：obu-fuku@ma.medias.ne.jp

活動に関する
お問い合わせ

大府市身体障がい者福祉協会事務局（大府市社会福祉協議会内）

気のあう仲間とおしゃべりしたり、体を動かしたり、
楽しい時間を一緒にすごしませんか？

★身体障害者手帳をお持ちの方なら、どなたでも大歓迎です！

仲間と出会い、つなが
る。

楽しいことがたくさん
！仲間と出会い、つなが
る。

楽しいことがたくさん
！

こんなことを思った
り、考えたりしたこと

はないですか？

こんなことを思った
り、考えたりしたこと

はないですか？

大府市身体障がい
者福祉協会では、若

い方を対象にスマイ
ル交流会を開催しま

す。

「同じ趣味を持つ人
と交流したい♪」「遊

びやスポーツを通し
て仲良くなりたい」

「みんなの色んな
体験談を聞いてみ

たい」「同世代の人
とつながりたい！」

などなど、好きなこと
、やってみたいことを

想像するとなんだか
わくわく、

楽しい気持ちになり
ますよね。ぜひ、ご参

加ください！

パラリンピックの正式種目である「ボッチャ」を行います。
ルールは簡単ですが、意外にも奥が深い！
感染対策をしながらみんなで楽しみましょう♪

8月27日（土）10時～11時30分

スマイル交流会「ボッチャ＆カフェ」

定員
10名

社協会館 会議室

20歳～40歳代の身体障害者手帳をお持ちの方

日時

会場

対象
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