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この広報紙は、市民の皆様にご協力をいただいた赤い羽根共同募金を財源として発行しています。

おおぶの福祉 246号［紙面紹介］

〈ごあんない〉●金婚・ダイヤモンド婚を祝う会
●心身障がい（児）者日帰りバス旅行
●フードバンク・ひとり親(子育て)世帯支援プロジェクト
●サービス紹介 福祉車両の貸出
●みんなの介護教室 他

共和西児童老人福祉センターの取組紹介
令和3年度 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



おおぶ福祉特集①

　共和西児童老人福祉センターでは、地域の子ど
もたちの活動を応援するため、子ども会と協力
してイベントを開催しています。
　令和３年度は、１２月５日（日）に共和西学区の
全子ども会と共催で、高学年・低学年に分かれて、
グループごとにゲームや謎解きなどを楽しむイベ
ントを行いました。

　共和西児童老人福祉センターは、乳幼児の親子や児童、60歳以上の方が利用できる複合施設です。
今回は、その中から子ども会との共催行事についてご紹介します！

問い合わせ先 子ども会については社会福祉協議会 ４８－１８０５までTEL
共和西児童老人福祉センターについては ４８－１２００までTEL

共和西児童老人福祉センターでは、共和西学区子ども会と一緒にイベントを行っています。
令和４年度は、上映会やイベントの開催を予定していますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせください！

　今回は、高学年の子どもたちと企画を考えま
した。「低学年の子でも、体験しながら冒険でき
るようにしよう！」など、いろいろなアイディアを
提案してくれます。
　当日は、頭も身体も使って遊べるようにし、
高学年の子どもたちがゲームの登場人物に
なって盛り上げてくれたおかげで、たくさんの
笑顔があふれました。

　SDGsの「14海の豊かさを守ろう」
をテーマに企画を考えました。学年を
超えたグループで、海の生き物を救う

ゲームに参加します。海について図鑑で調べな
がら協力して謎解きをし、みごと、2グループが
海洋レンジャースペシャリストを達成！
　イベントを通してSDGsの1つを知ったり、
達成感を味わったり、何ができるか考えたり
できました。

“怪盗をさがせ！”“怪盗をさがせ！”低学年

“海の生き物を救え！”“海の生き物を救え！”高学年
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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3年度 大府市社会福祉協議会決算報告

法人運営事業費

27,187,851円
社会福祉協議会を運営していくための費用

受託金

211,832,536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

11,182,274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

17,926,203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

7,978,800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

7,407,224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

185,113,142円
介護保険事業収入・参加費収入など

居宅介護支援事業費

17,162,360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

老人デイサービスセンター事業費

120,718,590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

居宅介護等事業費

27,188,392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

高齢者相談支援センター事業費

85,994,480円

高齢者及びその家族の相談支援を行うた
めの費用

受託事業費

147,669,786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

441,440,179円
基金残高

441,440,179円
450,233,349円
△ 8,793,170円
57,389,236円
48,596,066円

収入合計

450,233,349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 12,176,502円
（前年差異 233円）

退職積立金 60,894,292円
（前年差異 △ 2,714,144円）

老人福祉事業費

914,032円

高齢者の生きがいを推進することを目的
とした事業を行うための費用

障がい児・者福祉事業費

113,410円

障がい児・者の社会参加を推進すること
を目的とした事業を行うための費用

福祉育成等事業費

9,955,135円

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

ボランティア活動育成事業費

2,208,142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

福祉教育推進事業費

829,545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

共同募金分配金

資金貸付事業費

10,291,626円
生活福祉資金貸付業務などを行うための費用

おおぶ福祉特集②
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PHOTO NEWSPHOTO NEWSPHOTO 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！
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！

　子どもたちの遊びの場『おもちゃ図書館』では、気に入った
おもちゃを借りることができます。ぜひ遊びにきてください♬

　ゴールデンクラブおおぶ（市老連）のフロッカー大会が３年
ぶりに開催されました。久しぶりの大会に、皆さんとても楽し
そうな様子で、白熱した対戦が繰り広げられました！

おもちゃ図書館においでよ★6/4（土）

　昨年度の手話講座【入門編】を受講された方を中心に、
全23回の【基礎編】がはじまりました！みんなで一緒に楽
しみながら、手話を学んでいきましょう☆彡

手話講座がはじまりました！6/3（金）

　神田っ子プラザで『懐かしの歌でいきいき健康教室』を開催しました！季節の歌や昭和の歌謡曲まで、参加者の皆さんの若い頃を回想しながら、楽しい時間を過ごしました♬

懐かしの歌でいきいき健康教室
6/5（日）

ゴールデンクラブおおぶ フロッカー大会6/14（火）
　市内の小・中・高校で今
年度の福祉実践教室がは
じまりました！子どもたち
は、講師からお話を聞いた
り、さまざまな体験や交流
を通して、福祉の心を育ん
でいます。

共長小学校
福祉実践教室

7/6（水）

インスタグラムでも
ご覧になれます。

●日時：毎月第１土曜日 午後２～４時
●場所：大府市発達支援センターおひさまおもちゃの貸出

　DAIWA防災学習センターで開催した【第１回】では、
参加者が水害や地震などのさまざまな体験をとおして、
災害時の対応や日頃からの備えの大切さを学びました。

みんなの防災教室6/25（土）
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※各行事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。

情報案内板

昭和３７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４７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24日（木）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２０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。

※令和３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。

※本籍が市外にある方は、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（水）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

対　　象 ダイヤモンド婚
金　婚

申し込み

そ の 他

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会金婚・ダイヤモンド婚を祝う会金婚・ダイヤモンド婚を祝う会

日 時

会 場 大府市役所 地下多目的ホール

金婚・ダイヤモンド婚を祝う会

心身障がい（児）者日帰りバス旅行心身障がい（児）者日帰りバス旅行心身障がい（児）者日帰りバス旅行
　心身障がい（児）者同士の交流を深め、親睦をはかる機会として、日帰りバス旅行を開催し
ます。秋の行楽や参加者との交流をお楽しみください。ご参加お待ちしております！

11月12日(土)　午前9時～午後5時頃　※雨天決行日　時

モリコロパーク（愛・地球博記念公園、ジブリパーク見学）行き先

大府市手をつなぐ育成会協　力

療育手帳をお持ちの方とその家族で、親子で参加できる方
※お子さんだけの参加はできません。

対　象

1人1,000円(入園料、お弁当・お茶含む）
ただし、3歳以下は無料（お弁当・お茶なし）

参加費

60名（先着順）
※定員に達した時点で募集を終了します。

定　員

10月5日(水)までに参加費を添えて社会福祉協議会までお申し込みください。申し込み

　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。

9：00 メディアス体育館
おおぶ 出発
移　動

9：40

15：20
モリコロパーク

移　動

17：00 メディアス体育館
おおぶ 到着

心身障がい（児）者日帰りバス旅行

スケジュール
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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

フードバンク・ひとり親 世帯支援プロジェクト

令和3年6月～令和4年5月
248件提供件数
79件寄付件数

ボランティアだよりボランティアだより
子育て

社会福祉協議会では令和２年７月より
フードバンクを開設し、生活にお困りの
方に食料をお渡ししています。食品、
日用品の寄付も受け付けています。

（1）対象
新型コロナウイルス感染症などの
影響により、生活にお困りの方

（2）受取方法
職員が困りごとをお伺いし、
必要な食料をご用意します。
個人情報は厳守します。

（3）受取期間・受取場所
令和5年3月31日（金）までの平日午
前8時30分から午後5時15分（土日
祝日、年末年始除く）。社会福祉協議
会窓口へお越しください。

内容
米、缶詰、インスタント食品、
レトルト食品などの
下記の条件を満たすもの
①賞味期限が１カ月以上ある
②常温で保存可能
③未開封
④すぐに食べられる（調理がいらない）
⑤簡単な調理で食べられる
（お湯をかける、レンジで温めるなど）

※日用品なども受け付けています。洗剤、トイレット
ペーパー、ティッシュ、マスク、ウエットティッシュ、
シャンプー、生理用品など

フードバンク 受け取りを希望される方寄付をしてくださる方
事前にご相談ください

　ご寄付いただきました食品や日用品などは、新型コロナウイルス感染症の
影響により、生活にお困りの方たちへの支援に活用させていただきました。

寄付者一覧（敬称略 順不同）
■団体・企業
㈱吉田金型工業
ＪＡあいち知多女性部 大府地域
イズミ工業㈱
大府自治区
更生女性保護 大府学区
デンソーテクノ㈱
ふじや酒店となかまたち
レディースカレッジ
愛三工業労働組合
吉田自治区・まちづくり協議会

共和東あすなろ会
憩の郷 多機能型事業所ライム
女性合唱団アマリリス
大府婦人会
東洋羽毛東海販売㈱

など

■個人
安　井　記代美
安　井　哲　雄
安　田　由　紀

安　藤　その美
吉　川　健　吾
久　野　雅　史
魚　井　洋　子
近　藤　ゆみこ
近　藤　英　之
光　武　妙　子
齋　藤　信　宏
山　口　富　子
寺　嶋　真　代
秋　山　絵梨奈

小　川　飛　鳥
成　田　初　子
清　水　真寿美
石　垣　直　子
赤　堀　美千代
村　上　裕見子
太　田　友　学
大　野　恵美子
竹　内　友　子
中　島　丈　志
田　村　忠　雄

田　中　仁　子
伴　　　穂乃香
冨　田　建　一
冨　田　知　美
望　月　雅　美
牧　野　あゆみ
鈴　置　史　男
髙　木　幸　子

など

寄付受付・提供のご報告寄付受付・提供のご報告

　6月19日（日）に、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
の子育て世帯を対象に、子育て用品譲渡会を開催し、40世帯、137名の方にご参加い
ただきました。社会福祉協議会では、今後も新型コロナウイルス感染症などの影響に
より、生活にお困りの方々への支援に取り組んでいきます。

子育て用品譲渡会を開催しました！子育て用品譲渡会を開催しました！

寄付をお考えの方へ

現在、受け付けている
子育て世帯への
寄付品については、
ウェブサイトをご覧ください
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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5月1日～6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いたりします。（敬称略・順不同）

　社会福祉協議会では、車いすを利用されている方の
外出や通院に便利な、福祉車両の貸出を行っていま
す。料金は走行距離に応じて、30km以下300円、
30kmを超えた場合10kmごとに100円追加です。
　今回は、福祉車両の貸出予約から利用までの流れを
ご紹介します！

お
お
ぶ
社
協
の

サ
ー
ビ
ス
紹
介

ありがとうございました！

JAあいち知多様より、
お米を100㎏

ご寄付いただきました。

貸出を受けるのが2回目以降の場合

出
貸
の
両
車
祉
福

貸出を受けるのが初めての場合
①電話での予約

貸出を受けたい車両の名前、日にち、開始時間、終了時間、
貸出を受けたい方のお名前を、お知らせください。

空き状況を確認し、空いていれば予約を入れさせていただきます。

②初回の手続き
ご予約日時の30分くらい前に、窓口にお越しください。

運転免許証の控えをいただきます。
誓約書、申請書、報告書にご記入ください。
厳守事項や車両の説明を受けていただきます。

※当日、時間に余裕がない場合は、事前にこれらの手続きをしておくことをお勧めします。

③運行前の確認
職員が、利用前のメーター、運転者の酒気帯び有無を確認します。

車両の鍵をお渡しします。

④運行開始 いってらっしゃい！
⑤運行終了 おかえりなさい！

⑥車両の返却
窓口で鍵をお返しください。職員が、利用後のメーターを確認します。

走行距離に応じた料金をお支払いください。必要に応じて領収書をお渡しします。

そ
の
他
、
貸
出
対
象
者
や
車
両
の
詳
細
な
ど
に
つ
い
て
は
、

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

②の手続きが、申請書と報告書への記入のみになります。

■現金
亜友和会・・・・・・・・・・・・101,687円
ももの会・・・・・・・・・・・・・・・2,500円
浄通院参拝者・・・・・・・・31,075円
連合愛知知多地域協議会・
愛知県労働者福祉協議会知多支部
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22,340円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・100,000円

■物品
柏木産業㈱・・・・・・・・・・・・・・・古切手
㈱島岡製作所・・・・・・・・・・・・・　〃　
トルクシステム㈱・・・・・・・・・古切手
愛知金属工業㈱・・・・・・・・・・　〃　
㈲三恵工機・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
㈲花井業務店・・・・・・・・・・・・・　〃　
久野不動産㈱・・・・・・・・・・・・・　〃　
さわやか愛知・・・・・・・・・・・・・　〃　
愛知用水土地改良区大府事務所・・　〃　
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　〃　
ふじや酒店となかまたち・・・・・・・ベルマーク
㈱丸隼運輸・・・・・・・・・・・・・・　 〃　 

匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ベルマーク
デイサービスセンター ゆずの里
・・・・・・・・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
貴坊の爺・・・・・・・・・・・・古切手、ベルマーク
かほママ・・・・・・・・・・・・・　　〃　　
福岡のフミネーネー・・・　　〃　　
ネットワーク大府・・・・　　〃　　
ふじや酒店・・・・・・シトラスリボン 100個
名古屋念法寺・・・・・・・・・・・・・貼り絵
あいち知多農業協同組合・・・米 １００㎏
匿名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・車いす
匿名・・・・・・・・・古切手、書き損じハガキ
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お 願 い

日　　時

時　間

内　　　　　　　　容

①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。

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。

９月８日（木）

９月15日（木）

９月22日（木）

９月29日（木）

10月６日（木）

10月13日（木）

10月20日（木）

■介護に関する基礎知識・介護の基本
介護保険制度・仕事と介護の両立支援制度・介護を必要とする人の理解①など

■基本的な介護の方法
介護とは・介護を必要とする人の理解②・排泄介護など

■認知症の理解・基本的な介護の方法
認知症とは・認知症の種類・認知症の症状・食事の介護など

■障がいの理解・基本的な介護の方法
身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病・支援のための基本姿勢・身支度の介護など

■認知症の理解・基本的な介護の方法
認知症の行動･心理症状・認知症の治療・コミュニケーションの方法①など

■基本的な介護の方法
移動介護の方法・身支度の介護・睡眠の介護・入浴の介護など

■介護における安全の確保・基本的な介護の方法
介護現場で起きやすい事故・介護者の健康管理・コミュニケーションの方法②など

全日程とも午後1時30分～午後４時30分
協　力 NPO法人福祉サポートセンター さわやか愛知
主　催 大府市・大府市社会福祉協議会

会　場 石ヶ瀬会館大会議室（住所：大府市江端町四丁目１番地）
対　象 市内在住・在勤・在学の方　２０名 (先着順)
その他 ●全日程受講できる方を優先します。

●講座を修了された方には、大府市より修了証明書を発行します。
●修了者は、介護職員初任者研修及び生活援助従事者
研修過程の一部が免除される場合があります。

申し込み ８月26日（金）までに社会福祉協議会（住所：大府市東新町一丁目219番地）
の窓口、電話、FAX、E-mailでお申し込みください。
TEL：0562-48-1805　FAX：０562-46-9560　E-mail：obu-fuku@ma.medias.ne.jp

みんなの

介護教室
みんなの

～介 護 に 関 す る 入 門 的 研 修 ～

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！

参加費
テキスト代
無料！介護教室

基
　
礎

入
　
　
　
門

大府市受託事業
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