
令和2年３月15日

ハーティーちゃん

第104号

1 発行　令和 2年３月15日

目　次

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。

P１  パソコン筆記ボランティア養成講座
P３  会員募集実績報告②　
P５  共同募金配分金車両のお礼　
　　  こんにちは！生活支援コーディネーターです！

P２  会員募集実績報告①　
P４  共同募金実績報告
P６  心配ごと相談　
　　  登録ヘルパー募集

　７月２６日～９月２７日にパソコン筆記ボランティア養成講座（入門編）、１２月１３～２０日に
同講座（フォローアップ）を南知多町・美浜町・武豊町社会福祉協議会の共催で行いました。
　パソコン筆記とは、耳の不自由な方への話し言葉を文字化して伝える手段の１つです。耳の
不自由な方への情報伝達手段として、手話を思いつく方が多いと思います。しかし、耳が不自
由になった時期によっては手話を覚えられない方もいます。その場合、書くことで伝えられる
要約筆記は有効な手段となります。本講座では要約筆記の技術だけでなく、聴覚障害や日本語
の大切さについても学びました。　
　本講座を通し、南知多町内にも要約筆記サークルの必要性を感じられた修了者の有志で「要
約筆記みいな」が立ち上がりました。現在、パソコン筆記の技術向上のために勉強をしています。

要約筆記者が講師の

話を要約してスクリーンに

表示させます

難聴者にも参加して
いただき、伝えるこ
との大切さをゲーム
を通して学びました。

パソコン筆記ボランティア養成講座が終了しました
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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いております。
来年度もよろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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
シーサイドカプリ、レシーア南知多、照海、龍江寺、鳶ホーム、葡萄屋、㈱石理組、林紗貴子、
山下牧場、㈱榎本業務店、㈱アイケン、中野　一、美容室М、内藤屋、十一家、福本屋、西方寺、
十いとう、参平、㈱カワサ、㈲鈴木木材、須和測量設計㈱、㈲内田化成、民宿かねもと、
内海自動車工業所、田中屋呉服店、喫茶ミヤ、㈲平山ショップ、みなみ荘、ふれんず、三晴楼、
㈲林電機、清水荘、きらくや、大岩牧場、大岩モータース、鈴木時計眼鏡店、美容室Ｙｕｈｈｏ、
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、紅月軒、万福、海の幸  魚虎、
ハートランドえのもと、うさぎ小屋、大久利一男、ペンション又左ｴ門、民宿ウサミ、中村秀治、
㈲ガレージヨシダ、日比恭子、ヘアーサロン　フラワー、内海ブック、天理教尾知分教会、
美容室スワン、アトリエぜんきゅう、日本料理深海、吉栄丸、大東旅館、花の美晃園、角建工㈲、
やまはん、二見荘、佐宗旅館、アルザス、ツユキ写真館、大徳、喫茶さち、合同会社ありがたや、
櫻米軒、しぼりや、料理旅館はしもと、マルハリゾートまるはドライブイン、豊福管理㈲、豆千、
内海生花、内田そろばん、梅田裕司、田中農園、有限会社てるみや、内海山海地区民生委員・
児童委員、吉澤保則、鈴木秋弘、清水重次、清水照久、内田幹男、森　公志、日比登史男、大岩信彦、
藤戸啓資、大岩良三、大岩龍一、橋本　明、前野伸ニ、石黒有ニ、山田　保、猪又紀夫、魚料理　杉、
㈲山盛建設、山栄水産、㈲山善、㈲シンワ堂、東屋、久吉、㈲好生、田中電器、田中屋旅館、
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、堀江盛安、白菊稲荷、
活魚の味里、家田弘事務所、豊浜薬品、堀江測量事務所、平和屋、七福、石黒製作所、南京飯店、
㈱中富、㈱山太、石黒弘美、円増寺、㈲まると水産、ブランシュール、石黒ふとん店、松屋モーター
ス、豊浜豊丘地区民生委員・児童委員、松本好平、植田勝則、橋本吉彦、相川國勇、與吾冬生、
山下典男、石黒雅明、宮本政明、滝本銀重、山下定治、間瀬惠子、マルト商店、マルツ商店、熊沢智美、
師崎地区民生委員・児童委員、丸誠、㈲竹内電気工業所、はま美、味里、㈲つるや、やなぎや旅館、

（単位：円）
地　区　名 一般会費 賛助会費 特別会費 合　計 

     
    
     
    

     
     

    

内　　  海

豊　　  浜

師  　　崎

篠  　　島

日 間 賀 島

その他（法人等）

合  　　計

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）

令和2年2月29日現在

○

527,450
564,000
499,000
212,000
198,000

0
2,000 ,450

236,000
112,000
124,000
88,000
22,000
62,000
644,000

85,000
330,000
120,000
60,000
130,000
310,000
1035,000

848,450
1,006 ,000
743,000
360,000
350,000
372,000
3,679 ,450
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三好屋、山下平八郎、丹羽要市、間瀬高清、山下康和、山本新藏、山下親吾、山下幸男、山下俊司、
田中忠平、上田敏之、橋本信一、山下金広、松本真吾、沢田兼治、齋藤惠吾、鈴木三郎、大井地区
民生委員・児童委員、かごや釣船、石黒友之、片名地区民生委員・児童委員、黒川芳武、磯部克行、
竹川正悟、磯部守孝、磯部匡伺、磯部德松、磯部藤五郎、篠島地区民生委員・児童委員、富田石油、
宮地鈴吉、杉浦木美奈、鈴木慶邦、日間賀島地区民生委員・児童委員、大西　嘉、西村千鶴、鈴木万藏、
大久保美保、滝本恭史、高田順平、山下忠仁、内田純慈、滝本　功、山本　剛、鈴木淳二、蟹江敏弘、
石黒俊光、坂本有二、山本有里、相川和英、宮地利佳、宮田和彦、神谷和伸、田中直之、山本剛資、
森　崇史、松本千津子、内藤宗充、大森宏隆

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、水野医院、（医）大岩医院（豊浜）、（医）共生会
みどりの風南知多病院、大岩医院（内海）、白井医院、（医）上床医院、エノモト薬局、イナオ薬局、
健愛薬局、あすなろ調剤薬局、コクボドラッグ、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、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、
すいせんひろば、㈲髙浪デンキ、中川昌一、高橋　篤、田中嘉久、鈴木茂夫、大岩幹治、山下雅弘、
田中吉郎、永井成典、みどりの家デイサービス、大岩工務店、岩屋寺、カリフォルニアゴールド、
日吉苑、知多信用金庫内海支店、内海仏教会、㈲大和印刷、シーサイドホテル松涛、前田　隆、
南知多観光ホテル大新、内海ガス㈱、家田製菓㈱、やまざと屋、㈲栄春工務店、㈱豊楽園、長福寺、
㈲スズキ産業、豊浜ガス㈱、㈲竹本設備、㈲滝本建設、影向寺、㈱川仁、㈱豊半、三共食品、
豊浜鮮魚仲買人協同組合、豊浜魚ひろば組合、相川幸吉商店、㈱おわせ川栄、極楽寺、松本新聞店、
相生屋、光明寺、知多信用金庫豊浜支店、魚新　高浪達明、㈱飯田石油店、㈱大竹水産、まるは
食堂旅館南知多豊浜本店、㈲ヤマセイ造園、マルエ産業㈱、花乃丸、㈲田中水産、㈲坂野、まるは本館、
石黒組、南知多プラスチック工業団地協同組合、㈲森造船、兼弥産業㈱、豊浜水産物加工業協同
組合、㈱マルキ化成工業所、㈱せいわ、正衆寺、柳電機㈱、豊浜えびせんべい組合、東海自動車、
㈲久富電気、㈱ヤナギ、㈱ハマクニ、㈲加藤モータース、名鉄海上観光船㈱、山本通船㈲、延命寺、
（資）美舟、小栗石油店、カネ成商店  荒井紀行、マル伊商店、かっぱのお家クリニック、㈱赤羽商店、
知多信用金庫師崎支店、㈱いしかわ石油店、山下三千男、兼井石油㈱、㈱石橋組、㈲大井毎日、
㈱知多岬運輸、徳吉醸造㈱、池戸義久、丸豊工業㈱、酒井一夫、北河石油、北川順一、アイランド
ホテル浦島、株式会社大陽リゾート、丸幸水産、坂口政吉、宮地善一、㈲鈴木石油、すず屋海遊亭、
乙姫、すぎ浦、鈴木惣和、海上タクシーいそなぎ、㈲日間賀観光ホテル、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、上海荘、㈲おとは、海上タクシー　スバル、
大西道廣、井戸田保夫

会費はこんなことに役立っています。

敬老まつり 子ども会活動
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協力店募金　25,645円
内海商工会、内海郵便局、スギ薬局内海店、
スーパーヤナギ内海店、ビアシティ南知多、
ＪＡ内海支店、スーパーヤナギ豊浜店、ファミリー
マート役場前店、ファミリーマート豊浜店、
豊浜魚ひろば、まるは本館、まるは食堂旅館
南知多豊浜本店、豊浜商工会、豊浜郵便局、
ＪＡ南知多支店、マル伊ひものセンター、スーパー
ヤナギ師崎店、師崎商工会、師崎郵便局、ＪＡ
みさき支店、いちご堂、マルハリゾート、サポート
イン南知多、ステーキハウスロック

戸別募金　3,087,565円
町内全地域の皆様

学校募金　126,381円
町内小中学校、内海高校

その他の募金　120,000円　
南知多町民生委員・児童委員協議会他

街頭募金・イベント募　95,333円
町産業まつり、文化展

職域募金　55,074円
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、
みどりの風 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、師崎保育所、日間賀
保育所、南知多町役場職員、南知多町社会
福祉協議会

　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 3,514,530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％が令和２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。

 

10月１日▶12月31日

赤い羽根
共同募金

歳末募金
「空き家活用」GOGO！Smile ！セミナーにて

歳末募金　4,532円
「空き家活用」GOGO Smile！セミナーにて

「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

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

募金内訳とご協力いただいた皆様等

お問い合せ
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　平成 31 年度共同募金配分金（在宅福祉サービス関連用車両整備事業）の交付を受
けることができ、福祉車両（写真）の整備ができました。
　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」によるものです。
地域福祉や在宅福祉サービスの更なる充実へ活用させていただきます！
その他の共同募金配分金も、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。

発行　令和 2年３月15日

　南知多町では今『協議体』という名前で地域の情報を話し合う場所を設けています。
　半島側は第 4 水曜日の 10 時から豊浜ＪＡ会館で、篠島では篠島開発センターで参
加される方の都合のいい日に 13 時半から開催しています。

　どなたでも参加いただくことができます。地域の楽しいこと、自慢できること、困っ
ていることなど自由にしゃべっていただく場所になっています。

１０年後、２０年後南知多町はどんな地域になっているでしょう⁉

あの人認知症かな 買い物どうする？サロン
百歳体操いいね

たすけあい
楽しい集まり
してるよ

子ども食堂って何？

何かすること
ないかなぁ!!

南知多町社会福祉協議会  生活支援コーディネーター
山下かず代　℡ ６５－２６８７

お気軽にご相談ください

一緒に地域のことを考えていきましょう。

赤い羽根共同募金号
福祉関連車両が整備できました
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◎
開
設
時
間
は
午
後
2
時
か
ら
４
時
ま
で
で
す
。

師崎公民館

南知多JA会館  （豊浜）

町公民館　内海分館

師崎公民館

南知多JA会館  （豊浜）

町公民館　内海分館

師崎公民館

南知多JA会館  （豊浜）

（内海サービスセンター）

（内海サービスセンター）

※相談には弁護士、民生委員・人権擁護
　委員、行政相談委員が応じます。　
　　（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。

南知多町社会福祉協議会
（電話６５－２６８７）

４月10日（金）

４月28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）

７月28日（火）

お気軽にご相談ください！心配ごと相談所

　《ヘルパーステーションの現状と想い》
　現在ヘルパーステーションは、常勤職員5名、登録ヘルパー19名で活動しています。ただ、
平均年齢が58歳であり、このままの状況が続くと、10年後には、65歳以下のヘルパーが
両島含み全地区で8名になってしまうという高齢化が課題となっています。
　ヘルパーは、利用者の自宅へ一人で訪問するという責任のある仕事です。ハードルが高いと
思われている方もいらっしゃるかと思いますが、実際訪問してみると利用者一人ひとりとじっ
くり向き合うことができ、笑顔に触れることでやりがいのある仕事だと感じていただけるかと
思います。
　住み慣れた自宅で自分らしい生活を続けていくためにはヘルパーは欠かせない職業だと思っ
ています。一緒に働いてみませんか？

・急な休みが取れる
・研修もあり、分からないことが聞きやすい
・悩みや不安は共有して、解決してくれる
・労働に対ししっかり賃金がある

・自分のペースで仕事の量を調節できる
・利用者と１対１で向き合える
・不明確な残業が無い

◆ 登録ヘルパー募集中 ◆
・介護福祉士、介護職員初任者研修
  （ヘルパー2級）お持ちの方大歓迎
・無資格の方もご相談ください
・週に 1時間でもOK
  少しでも気になったらお問い合わせ
  ください

南知多町社協ヘルパーステーション
　　　　　　　　　　　　　　（南知多町社会福祉協議会内）

ＴＥＬ６５－１１０６（ヘルパー専用ダイヤル）

　【ヘルパーに聞く社協で働いて良かったと感じるところ】

働きやすい職場なので、
一緒に働いてみませんか 

社協ヘルパーステーションだより 社協ヘルパーステーションだより 
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