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　２月12日（火）、町内10か所のサロンボランティア、地域包括支援センター・町保健介護課・社協
の担当者が一堂に集い、連絡会を開催しました。まず、それぞれのサロン活動の特色や問題点を
発表し、その後、情報交換会を行ないました。参加者は交流を深め、お互いのサロンの様子を知
る良い機会となりました。また情報交換会では、今後のサロン運営に役立つお話ができました。

P1　サロンボランティア連絡会開催　　　　P2　ふれあいいきいきサロンのご案内
P3　会員募集実績報告 P4　福祉関連車両の整備
P5　赤い羽根共同募金の報告 　　　 P6　車イス・ベッド貸出事業のお知らせ
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南知多町サロンボランティア連絡会を開催しました。
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　「ふれあい・いきいきサロン」とは、住民の方を対象に、地域で生き生きと元気に暮らし
ていけるように、住民（ボランティア）と参加者とが共同で企画し運営をしていく「地域の
仲間づくりの場」です。町内では現在 内海地区（西端・北脇・中之郷・東端）、豊浜地区（中洲・
中村）、師崎、大井、日間賀島、篠島の 10ヶ所で開設されていますが、それぞれ地域の実情
や特性が違うため、どのサロンも運営方法、内容が異なります。そこが、サロンのいいとこ
ろです。

　　　♥人と会って会話をし大声で笑うこと
　　　♥仲間と楽しい時間を過ごすこと
　　　♥定期的に外出する機会があること
　　　　…こんなことが、日常の生活習慣の中に組み込まれていることが大切です。
　　   そのすべてが満たされているのが「ふれあい・いきいきサロン」です！

お近くの「ふれあい・いきいきサロン」へぜひ一度お越しください

「ふれあい・いきいきサロン」とは・・・

＊ボランティアスタッフの募集から「サロン」立ち上げまで、社会福祉協議会がお手伝い
　します。お気軽にご相談ください。

あなたの地区で｢サロン｣を開設してみませんか？

住み慣れた地域でイキイキと！

年齢を重ねても いきいきと暮らすには？

※どなたでも参加いただけます（地区別・開設順）  
【お問い合わせ】 南知多町社会福祉協議会 TEL ６５－２６８７  
 

内海地区 サロンちどり 西端区公民館
 北脇いきいきサロン 北脇区公民館
 サロンコスモス 中之郷集会場
 東端ふれあいサロン 東端区総合会館
豊浜地区 おしゃべり喫茶 旧中洲保育所
 サロンありそ 中村老人憩いの家
師崎地区 師崎すこやかサロン 師崎公民館
大井地区 しあわせのサロン兵右エ門茶屋 大井（丘の下）民家
日間賀島地区 サロンおくとぱす 日間賀島西区民会館
篠島地区 サロンないば 篠島生きがい活動支援センター

地　　区 サロン名 場　　所
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会費協力店等を掲載させていただきます。（敬称略・順不同）
◆賛助会員◆
大岩歯科医院、河合歯科医院、富歯科医院、山下牧場、榎本業務店、みさき、カプリ、レシー
ア南知多、照海、鳶ホーム、甚屋、八嶋荘、葡萄屋、石理組、フラワー美容室、吉田屋、河合建材、
内海ブック、河合接骨院、みかんの花、永昌寺壽山荘、須和測量設計、内田化成、宝樹院、清水荘、
きらくや、大岩牧場、民宿かねもと、内海自動車、共和ﾗｲﾌ内海営業所、鈴木時計メガネ店、中
村刃物金具店、榎本モータース、ダイワ理容、ニシダグループ内海店、美容室M、内藤屋、十一家、
福本屋、竹内理容、中村屋、西方寺、参平、カワサ、アイケン、美容室スワン、橋本七度煎、
アトリエぜんきゅう、大東旅館、一色荘、美晃園、角建工、いちご堂、やまはん、二見荘、佐宗旅館、
アルザス、汀苑、ツユキ写真館、大徳、喫茶さち、小桝園、櫻米軒、しぼりや、深海、吉栄丸、
平山ショップ、みなみ荘、田中呉服店、モリタストアー、樋口刃物店、喫茶ミヤ、薮井畳店、
ふれんず、三晴楼、林電気、ぬし仙、ペンション又左エ門、ハートランドえのもと、中村歯科医院、
竹内歯科医院、やなぎ歯科医院、まると水産、ブランシュール、チャナ、かぶらや、お食事処杉、
山盛建設、ドライブイン美里、山栄水産、司法書士家田弘事務所、森半樹脂、平和屋、七福、
喫茶あい、石黒製作所、山善商店、シンワ堂、東屋、石黒ふとん店、田中電気、山本正商店、久吉、
東海鉄工、ほてい化成、マルキ化成工業所、中富、山太、円増寺、田中屋旅館、豊浜梅盛園、マル
ミ電気商会、いこい理容、丸照プラスター、光陽モータース、長寿寺、活魚の味里、アルファクリニック、
つるや、やなぎや、三好屋、中光商店、マルト商店、マルツ商店、かごや釣船、はま美
◆特別会員◆
南知多水産振興会、あいち知多農協南知多事業部、内海商工会、豊浜商工会、師崎商工会、南
知多町観光協会、半田法人会南知多支部、大岩医院、水野医院、エノモト薬局、特別養護老人ホー
ム大地の丘、グランドホテル山海館、憩いの農園、内海仏教会、カルフォルニアゴールド、日吉苑、
美容室Yuhho、紅月軒、大和印刷、万福、岩屋寺、内海郵便局、南知多観光ホテル大新、内海ガス、
知多信用金庫内海支店、シーサイドホテル松涛､上床医院、大岩医院、南知多病院、大学堂薬局
豊浜店、あすなろ調剤薬局、特別養護老人ホームあい寿の丘、南知多すいせん福祉会、松屋モー
タース、久富電気、正衆寺、ヤナギ、東西屋、柳電気、ハマクニ、加藤モータース、栄春工務店、
豊楽園、やま庄商店、長福寺、スズキ産業、豊浜ガス、竹本設備、滝本ポンプ、滝本建設、堀
江測量事務所、まるは本館、石黒組、石黒文房具店、潮蔵、豊半商店、三共食品、天藤商店、

　町民の皆さまより、たくさんのご協力をいただき、本当にありがとうございました。
　いただいた会費は、町内における福祉関連諸事業に有効に活用させていただいて
おります。
　経済情勢が、厳しい折ではありますが、来年度もよろしくお願いいたします。

 

 

（単位：円）
 
 

内 海
豊 浜
師 崎
篠 島
日間賀島
その他（法人等）
合 計

573,990
581,500
559,000
208,000
220,000

2,142,490

260,000
130,000
110,000
70,000
20,000
56,000
646,000

110,000
440,000
145,000
60,000
160,000
310,000
1,225,000

943,990
1,151,500
814,000
338,000
400,000
366,000
4,013,490

地区名 一般会費 賛助会費 特別会費 合　計

平成24年度南知多町社会福祉協議会会員募集実績報告
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豊浜えびせんべい組合、影向寺、川仁、豊浜モータース、相生屋、豊浜鮮魚仲買人共同組合、
まるは新館、好生、相川幸吉商店、東海自動車、アサダ鮮冷輸送、おわせ川栄、極楽寺、松本新聞店、
豊浜魚ひろば組合、高浪デンキ、森造船、兼弥産業、南知多プラスチック工業団地協同組合、清和、
琴海、南京飯店、豊浜水産物加工業協同組合、丸福青山住設、光明寺、呉服のはる美、魚新、
飯田石油店、知多信用金庫豊浜支店、大竹水産、白菊稲荷、豊永建設、健愛薬局、家田製菓、浄土寺、
ヤマセイ造園、かく太、マルエ産業、花乃丸、田中水産、ライフサポート、兼井石油、石橋組、
大井毎日、知多岬運輸、清水観光、徳吉醸造、丸豊工業、白井医院、小栗石油店、カネ成商店、
マル伊商店、名鉄海上観光船、美舟、イナオ薬局、羽豆岬売店組合、山本通船、かごや大漁園、
赤羽商店、師崎オートテクノ、知多信用金庫師崎支店、小久保ドラック、さいとう歯科、北河石油、
アイランドホテル浦島、北兵旅館、サンホテル太陽荘、ホテル日間賀荘、富田石油、岡忠水産、
丸豊水産、丸幸水産、鈴木石油、すずや海游亭、乙姫、すぎ浦、きの助、海上タクシーいそなぎ、
日間賀島観光ホテル、ホテル晴快荘、たくみ観光ホテル、大海老、いすず、大西商店、鈴円、
かちま荘、上海荘、おとは、海上タクシースバル

福祉関連車両が整備できました

赤い羽根共同募金号 ふれあい号

共同募金の平成 24 年度配分金の交付（在宅福
祉サービス関連用車両整備事業）を受けること
ができました。
　この配分金は、連合愛知（日本労働組合総連
合会愛知県連合会）が組織的に取り組まれた
「連合愛知助け合い運動」によるもので、他の
配分金も、高齢者福祉の充実等様々な福祉事
業の財源となっています。

愛知県生命保険協会より福祉巡回軽自動車
「ふれあい号」の寄贈を受けることができまし
た。
　この寄贈は愛知県生命保険協会関連社員の
皆様、約 18,000人による募金が財源となって
おり、平成３年度から今年度までの 22 年間で
県下合計 231 台という非常に多くの車両が寄
贈されています。

ご支援を有効に活用し
地域福祉の向上に一層
努めてまいります！
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「赤い羽根共同募金は    
　　じぶんの町をよくするしくみです」   

協力店募金他　30,253円
①スーパーヤナギ内海店、スーパーヤナギ豊浜店、スーパー
　ヤナギ師崎店、内海郵便局、豊浜郵便局、師崎郵便局、内海
　商工会、豊浜商工会、ビアシティ南知多、まる伊ひものセン
　ター、利息他
②まるは本館、まるは新館、潮蔵、石黒文具店、魚ひろば、セブ
　ンイレブン内海店
③ドライブイン美里、師崎商工会、サークルＫ役場前店、ファ
　ミリーマート豊浜店

戸別募金　3,191,571円
⑤町内全戸（内海・山海・
　豊浜・豊丘・大井・片名・
　師崎・篠島・日間賀島）

職域募金　136,239円
①総合体育館、JA内海、JA南知多、JAみさき、大地の丘、内海
　サービスセンター、篠島サービスセンター、日間賀サービ
　スセンター
②内海保育所、子育て支援センター、知多南部衛生組合、あい
　寿の丘、師崎サービスセンター
③日間賀保育所
⑤町役場職員、町議会議員、南知多病院、すいせんひろば、民生
委員協議会、町社会福祉協議会

学校募金　156,700円
③豊浜中学校、篠島中学校
④大井小学校、師崎小学校、
　日間賀中学校
⑤内海小学校、豊浜小学校、
　篠島小学校、日間賀小学校、
　内海中学校、師崎中学校、内
　海高校

街頭募金　115,334円
②町文化展
⑤産業まつり

　昨年10月より３ヵ月間にわたり実施されました共同募金運動では、皆様のご支援ご協力に
より総額３,６３０,０９７円をお寄せいただくことが出来ました。
　皆様お一人おひとりの温かい志と、この運動にご尽力くださいました方々へ心より厚く
お礼申し上げます。        

募金種別、金額、ご協力いただいた皆様（平成24年度）

平成24年度募金額･･････3,630,097円
愛知県共同募金会でまとめられ、約90％
が南知多町の地域福祉に使われます。 

県内の広域の社会福祉施設の整備や
団体の事業に約10％が使われます。

南知多町共同募金委員会（南知多町社会福祉協議会内）
電話６５－２６８７　ＦＡＸ６５－２９１３

金額別・・・①1,000円未満  ②1,000円以上  ③3,000円以上  ④5,000円以上  ⑤10,000円以上 

「赤い羽根共同募金」にご協力ありがとうございました。  

募金の使いみち予定（平成25年度）
地域福祉推進のために
　ボランティア団体の活動助成、心配ごと相談、
　広報印刷費

障がいのある方のために
　手をつなぐ育成会への活動助成、身体障がい
　者福祉会への活動助成

おとしよりのために
　紙おむつの給付、敬老まつりの開催、老人クラ
　ブへの活動助成、高齢者大学への活動助成

子どもたちのために
　子ども会への活動助成、福祉協力校への活動
　助成、青少年を守る会への助成、更生保護女性
　会への助成

全県域の福祉推進のために（約10％）
　社会福祉施設の整備費、社会福祉団体の事業
　費、募金運動推進活動費 など

共同募金運動推進のために
　共同募金運動資材費

歳末たすけあいに



6発行　平成25年3月15日

お気軽に
ご利用ください

◎車いす、ベッド等短期貸出事業のお知らせ
　社会福祉協議会では、車いす等を必要とされる方に短期間無料で貸し出しを行っています。
　けがや急な病気等で病院へ行く時、旅行や用事を済ませるための外出時だけの利用ほか一
時的な使用をしたい方へご利用いただいています。

◆対象者
　町内在住者で疾病等により車いす、ベッドを必要とする人。
◆貸出期間
　原則として１ヶ月以内。但し必要が認められれば１ヶ月毎の更新手続きをする
　ことにより最高１年間まで延長可能。
◆申請及び予約
　貸出に必要な用紙（申請書）は社会福祉協議会にあります。特に予約は必要と
　しませんが、台数等に限りがありますので、事前にご連絡いただくと状況をお
　伝えできます。
◆その他
　介護保険法、身体障害者福祉法等適応者の方へは貸出できない場合があります。
　社会福祉協議会までお問い合わせください。

南知多町社会福祉協議会 （電話 65-2687）

◎相談は無料、秘密厳守です！
　お気軽にご相談ください

※相談にはご要望により弁護士、民生委員、

　人権擁護委員、行政相談員が応じます。

　(要予約：先着４名まで )

※前日、午後５時までに予約がない場合は、

　開設いたしませんのでご注意ください。

　 4月12日（金） 師崎公民館

　 4月23日（火） 南知多町公民館（豊浜）

　 5月14日（火） 町公民館　内海分館
 （内海サービスセンター）

　 5月24日（金） 師崎公民館

　 6月11日（火） 南知多町公民館（豊浜）

　 6月25日（火） 町公民館　内海分館
 （内海サービスセンター）

◎
開
設
時
間
は
午
後
2
時
か
ら
４
時
ま
で
で
す
。

◎
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