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　２月１７日（火）　南知多 JA 会館２階大ホールにて、平成２６年度南知多町老人クラブ連
合会の会長会が開催されました。引き続いて行われた平成２６年度「ことぶき大学中央講座」
では、名古屋法務局半田支局の民事専門官、鎌田 敦宏氏から『相続と遺言』についての講
演をいただきました。参考になる内容だけに参加者全員が、熱心に聞き入っていました。　
　今年は、各クラブ会長の他、一般会員、女性会員も多数参加いただき、盛り上がった講
座となりました。
　「ことぶき大学」は、各単位老人クラブでも様々な内容で開催されており、会員の皆さん
も喜ばれています。

P1　ことぶき大学中央講座が開催されました P2　赤い羽根共同募金実績の報告

P3 ～４　社会福祉協議会会費実績報告　　　　　P5　日常生活自立支援事業のお知らせ

P6　手をつなぐ育成会のお知らせ、心配ごと相談日程
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この広報誌は、町民の皆様から寄せられた共同募金の配分金により発行しています。

南知多町老人クラブ連合会
「ことぶき大学中央講座」が開催されました
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　１０月～１２月の三ヵ月間行われました赤い羽根共同募金運動で
は、町民の皆様の多大なご支援とご協力をいただき３ ,６３１,０２４円
の募金を集めることができました。心より厚くお礼申し上げます。
共同募金は、じぶんの町を良くするしくみです。皆様からいただい
た大切な募金は、愛知県共同募金会でまとめられ、約９０％が平成
　　２７年度の南知多町の福祉に、約１０％が県下の広域福祉に

　活用されます。

「赤い羽根共同募金運動」に
ご協力いただきありがとうございました

募金内訳とご協力いただいた皆様等

協力店募金　３０,６６５円
内海商工会、内海郵便局、サークルＫ役場前店、
潮蔵、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、豊浜魚ひろば、豊
浜商工会、豊浜郵便局、ドライブイン美里、ビア
シティ南知多、ファミリーマート豊浜店、マル伊
ひものセンター、まるは本館、まるは食堂旅館南
知多豊浜本店、師崎商工会、師崎郵便局

職域募金　１２０,７０２円
JA 内海支店、JA みさき支店、JA 南知多支店、
すいせんひろば、特別養護老人ホームあい寿の丘、
特別養護老人ホーム大地の丘、南知多病院、内海
サービスセンター、師崎サービスセンター、篠島
サービスセンター、日間賀島サービスセンター、
知多南部衛生組合、総合体育館、内海保育所、か
るも保育所、大井保育所、日間賀保育所、、民生
委員協議会、役場職員、町議会議員一同、南知多
町社会福祉協議会

学校募金　１３０,４２５円
町内全小中学校、内海高校

寄附その他　７７,８３７円
シルバー人材センター他

歳末募金  名鉄海上観光船師崎港にて

個別募金　３,１７８,９００円
町内全地域の皆様

街頭募金　７２,２２１円
町産業まつり、町文化展

歳末募金　２０，２７４円
名鉄海上観光船師崎港

Illustration by 羽雪
○CCrypton Future Media,INC. piapro 
 

お問い合せ　
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
ＦＡＸ ６５－２９１３
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　町民の皆さまより、今年度も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ております。
　経済情勢が、大変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。

掲載のご承諾をいただいた店舗、個人会員のみ掲載させていただきます。（敬称略・順不同）
一般会員　　一口　500 円
町内各地区世帯の皆様
賛助会員　　一口　2,000 円
榎本業務店、山下牧場、みさき、シーサイドカプリ、レシーア南知多、鳶ホーム、葡萄屋、ヘアー
サロンフラワー、河合建材、河合接骨院、須和測量設計㈱、㈲内田化成、清水荘、きらくや、
大岩牧場、内海自動車工業所、大岩モータース、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、大和理容館、電化のニシダ内海店、海の幸魚虎、美容室 M、
内藤屋、十一家、福本屋、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、深海、吉栄丸、大東旅館、一色荘、花の美晃園、角建工、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、櫻米軒、しぼりや、料理旅館はしもと、
みなみ荘、田中呉服店、喫茶ミヤ、ぬし仙、ペンション又左エ門、ハートランドえのもと、
民宿ウサミ、㈲ガレージヨシダ、豆千、内海生花、内田不動産、㈲まると水産、ブランシュール、
かぶらや、魚料理杉、㈲山盛建設、山栄水産、㈲好生、司法書士家田弘事務所、森半樹脂㈱、
堀江測量事務所、平和屋、七福、喫茶あい、石黒製作所、㈲山善、東屋、㈲シンワ堂、石黒ふとん店、
田中電器、久吉、東海鉄工㈱、ほてい化成㈱、㈱マルキ化成工業所、南京飯店、㈱中富、㈱山太、
円増寺、田中屋旅館、豊浜梅盛園、マルミ電機商会、いこい理容、丸照プラスター、㈲光陽モータース、
ヤマセイ造園、活魚の味里、㈲つるや、やなぎや旅館、三好屋、中光商店、かごや釣船、はま美、
河村　了、木村嘉宏、日比恭子、大久利一男、伊藤重郎平、中村秀治、田中一晃、伊藤栄二、丸山専治、
中野　功、梅田裕司、篠部勝見、籾山庄平、清水重次、山下善博、大岩新吉、角 匡、松澤公男、
片山陽市、鈴木由晴、大岩安彦、大岩哲志、篠部雅行、辻　和彦、福本全廣、鈴木仁助、吉澤保則、
山下典久、内海地区民生委員・児童委員、相川靖朗、相川健次、植田重章、石黒弘美、豊浜地
区民生委員・児童委員、山下正己、間瀬紳市、丹羽昭人、家田博之、山本　忍、家田敏和、橋本栄吉、
牧　俊輔、山本政治、石橋鈴治、山本新蔵、山下孝一、磯部錠市、磯部義定、荒川辰雄、澵井弘隆、
磯部育男、神谷　穗、磯部克行、磯部正和、竹川正悟、山本和雄、山下和明、山下　昇、荒井辰美、
山下　正、荒井喜六、山下貴三、磯部孝信、山下秀之、間瀬福運、杉浦功芳、田中　一、

平成２７年３月１日現在
（単位：円）

 
 平成２６年度南知多町社会福祉協議会会員募集実績報告平成２６年度南知多町社会福祉協議会会員募集実績報告

地　区　名 一般会費 賛助会費 特別会費 合　計 
 565,600 219,000 110,000 894,600 
 569,000 132,000 395,000 1,096,000 
 539,000 148,000 145,000 832,000 
 206,000 78,000 60,000 344,000 

 205,000 22,000 135,000 362,000 
  60000 280,000 340,000 

 2,084,600 659,000 1,125,000 3,868,600 

内　　  海

豊　　  浜

師  　　崎

篠  　　島

日 間 賀 島

その他（法人等）

合計

会員加入者一覧
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会費はこんなことに
役立っています。

新美茂樹、山本長保、山下直助、鈴木善人、浦野直久、日比野一徳、山下平八郎、間瀬　巌、山川律子、
上田昭彦、澤田才吉、石黒知之、鷲尾純子、深谷壽佳、師崎地区民生委員・児童委員、篠島地
区民生委員・児童委員、宮地鈴吉、北川淳子、坂口珠夫、日間賀島地区民生委員・児童委員、
内田静治、石堂和重、鈴木喜雅、細谷秀昭、中川昌一、河合　高、石黒廣輝、井上邦夫、内藤宗充、
特別会員　　一口　5,000 円
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、シーサイドホテル松涛、
カリ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、南知
多観光ホテル大新、内海ガス㈱、知多信用金庫内海支店、（医）上床医院、（医）大岩医院、
（医）共生会南知多病院、あすなろ調剤薬局、特別養護老人ホームあい寿の丘、すいせんひろば、
松屋モータース、㈲久冨電気、正衆寺、㈱ヤナギ、東西屋、柳電機㈱、ハマクニ、㈲加藤モータース、
豊浜薬品、まるは本館、石黒組、石黒文房具店、潮蔵、（資）豊半商店、三共食品、天藤商店、
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、豊浜鮮魚仲買人協同組合、
まるは食堂旅館南知多豊浜本店、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、㈱せいわ、豊浜水産物加工業協同組合、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、やまざと屋、㈲サンテック、
健愛薬局、長寿寺、家田製菓㈱、マルエ産業㈱、花乃丸、田中水産、㈱豊楽園、ヤマ庄、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、兼井石油㈱、㈱石橋組、
㈲大井毎日、㈱知多岬運輸、㈱ナゴヤ清水産業、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、（資）美舟、イナオ薬局、羽豆岬売店組合、山本通船㈲、
㈱赤羽商店、知多信用金庫師崎支店、上海荘、㈲おとは、海上タクシースバル、㈲鈴木石油、
すず屋海遊亭、海上タクシーいそなぎ、ホテル晴快荘、たくみ観光ホテル、㈲大海老、北河石油、
アイランドホテル浦島、サンホテル太陽荘、ホテル日間賀荘、富田石油、丸幸水産、齋藤惠吾、
石堂登久則、兼井照也、山下三千男、酒井一夫、岡田　満、北川一夫、　北川順一、坂口建弥

ふれあい昼食会（日間賀島） 心配ごと相談所開設

ボランティア体験学習
（すいせんひろば）
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援 助 内 容 利 用 料 

・福祉サービスの利用援助 

・日常的金銭管理サービス 
１回 1,200 円（生活保護受給者は無料） 

書類等の預かりサービス 年間 3,000 円　（月額 250 円）  

公共料金の支払いや
お金の出し入れをし
てほしい！

通帳や印鑑をなく
してしまいそう…。

ヘルパーさんを頼
みたいけど、どう
すればいいの？

高齢者や障がい者の方々
のために安心して暮らせる
お手伝いをします。

日常生活自立支援事業ってご存知ですか？

上記のようなことでお困りのとき、利用していただく事業です。

どのような人が利用できるの？
　日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障が
い者などで、自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方やお金
の出し入れ・書類の管理などをするのに不安のある方です。
・施設や病院に入所、入院した場合でも利用できます。
※契約締結審査会の承認が必要です。

どのようなことをやってくれるの？

平成27年度より、南知多町社会福祉協議会が担当します。
詳しいことは、社会福祉協議会までお尋ねください。

電話　６５-２６８７　　FAX　６５-２９１３

福祉サービスの利用援助，日常的金銭管理サービス，書類預かりサービス， 
利用者とサービス実施機関との契約など

料金はいくらかかるの？
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　  第３２回愛知県心身障害児 ( 者 ) 福祉大会

　平成 26 年 12月6日（土）愛知県社会福祉会館で、南知多町手
をつなぐ育成会会員の大岩資幸さんが「愛知県心身障害児（者）
福祉団体連絡協議会長表彰、自立更生者」として表彰されま
した。8年以上同じ事業所に勤務されたことが認められての
表彰でした。おめでとうございます！今後もご活躍を祈って
います。

　  南知多町手をつなぐ
　　　　　　　　　　　育成会クリスマス会

　12 月 14 日（日）山海公民館で「南知多町手をつなぐ
育成会」のクリスマス会が行われ、知的障害児（者）
本人と家族の皆で、歌や楽器の演奏、ゲームを楽しみ
ました。
　ライオンズクラブ・食生活改善協議会他からはクリ
スマスプレゼントを頂き、笑顔いっぱいで楽しい一日
を過ごす事が出来ました。

南知多町社会福祉協議会（☎65-2687）

相談は無料、秘密厳守です！
※相談には弁護士、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。

◎福祉、介護に関するご相談も社会福
　祉協議会へお問い合せください。

開
設
時
間
は
午
後
2
時
か
ら
４
時
ま
で
で
す

社協ホームページ　http://www.minamichita-shakyo.com/ 

3 月 24 日（火）　

4月 10 日（金）　

4月 21 日（火）

5月 12 日（火）　

5月 22 日（金）　

6月  9 日（火）　

6月 23 日（火）　

7月 10 日（金）

町公民館　内海分館
（内海サービスセンター）

師崎公民館

南知多町公民館（豊浜）

町公民館　内海分館
（内海サービスセンター）

師崎公民館

南知多町公民館（豊浜）

町公民館　内海分館
（内海サービスセンター）

師崎公民館

お気軽にご相談ください！

お気軽に
ご利用ください

南知多町手をつなぐ育成会よりのお知らせ南知多町手をつなぐ育成会よりのお知らせ南知多町手をつなぐ育成会よりのお知らせ南知多町手をつなぐ育成会よりのお知らせ
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