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福祉実践教室を行っています！

お気軽にご相談ください！ 心配ごと相談所

　障害がある当事者の方やご家族を講師に迎えて、学校の先生、ボランティアの皆様のご協力に
より町内の小中学校で福祉実践教室を行っています。今年度は新型コロナウイルス感染症の予防
を行い、三密を避け、例年の内容とは変更して行っています。
　児童・生徒は講師やボランティアと学び、触れ合うことで 「ふだんの　くらしの　しあわせ」 とは
何かと考え、福祉や障害に対する理解を深めています。
　障害がある人・障害がない人、助けられる人・助ける人と二分してしまうだけの発想ではなく、
人にはできることとできないことがあります。お互いにそのことを認め合い、障害の有無に関係
なく一人ひとりが同じ人間で、共に生きていくということの素晴らしさを感じ取っていただくた
めに行っています。
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▲手話
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▲肢体不自由
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南知多町社会福祉協議会
会長  内 藤　宗 充

　新年明けましておめでとうございます。皆様方におかれましては、それぞれの希望を抱い
て新しい年をお迎えのこととお慶び申し上げます。また、旧年中は当社会福祉協議会に対し
まして、深いご理解に加え多大なるご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨年は十二支の最初になるネズミ年で「繁栄の年」とも聞かされていました。期待をして
新年を迎えましたが、２月に入り、中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウィルスによる
肺炎で感染者が日本でも発生し始め、今では日本中に限らず、全世界にまん延拡大し、全く
歯止めが利かない状態となっています。春先より全国の小・中・高・大学等の臨時休校、不要・
不急の外出自粛、公民館や映画館、店舗など人の集まる施設についての使用制限、県境をま
たぐ移動に関する自粛要請などの施策が相次いで行われました。
　これに伴い、当社会福祉協議会におきましても計画通りに事業を進める事が難しくなり、
主要な会議や行事も含めて活動を見合わせたり中止する事態となりました。とりわけ高齢の
方の感染防止に伴う活動休止は、健康維持増進と相反することになり、皆様にはご迷惑やご
心配をお掛けし、様々なジレンマも生んでしまい、大変申し訳ない気持ちでいっぱいです。
　眼に見えない新型コロナウイルスの猛威がいつまで続くのか、いつ終息するのか、先が見
通せない中ではありますが、早期に安全な感染予防ワクチンの開発や有効な治療法が確立さ
れ、感染状況が一日も早く落ち着き、安心して生活できる時が来ることを切に願うものでご
ざいます。
　このコロナ禍を乗り切るために私たちにできることは、先ずは基本であるマスク・手洗い・
消毒・部屋の換気などを徹底して行うとともに、感染リスクの高まる行動は控え、それぞれ
が注意し助け合うことではないでしょうか。大変な状況の中ではありますが、「誰もが安心
して暮らせる町」「若い人が住みたくなる町」を目指して、皆が思いを共有し結束して乗り切っ
ていくことが大切と考えます。
　併せて、数年前より懸念されている「２０２５年問題」が目前に迫ってきました。まもなく
日本には、世界に類を見ない「超少子高齢化社会」が到来し、社会福祉は重大な局面を迎え
ます。介護の在り方には、地域支援や在宅ケアの拡充と強化が一層求められてくるでしょう。
そのためには、地域に住む私達が、目配りや気配りをし合いながら、「お世話をする」という
気持ちではなく、「寄り添う心」や「支え合う心」を育て、皆が力を合わせて多様な福祉の活
動に大胆に取り組んでいく必要性を痛いほど感じています。
　当社会福祉協議会としましても、この様な事を踏まえ、従来どおりの福祉サービスの提供
にとどまらず、介護を取りまく生活環境を考えながら、公益性や専門性を生かし、地域福祉
を推進する役割を担い、住民の皆様が「ふだんのくらしのしあわせ」（福祉）を実感でき
るまちづくりの推進に努めて行きたいと考えています。
　「より良い福祉の町づくり」のために、どうか、本年も皆様の格別なるご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げます。新たなこの一年が、皆様にとりまして明るく幸多い年に
なりますよう心からお祈り申し上げます。

令和 3年元旦　

新春を迎えて（令和3年）
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ｃ中央協同募金会
ちゅう おう きょうどう   ぼ    きん  かい

▲豊浜小３年
　田中　愛唯

◀師崎中２年
　石黒　由萌

▲日間賀小４年
　田中　伶奈

▲師崎小２年
　間瀬　莉子

▲内海小４年
　森　　浬 ▲師崎小６年

　杉本　京太

▲豊浜小５年
　田中　柚摩

▲大井小６年
　磯部　文月

▲師崎中１年
　石黒　結菜

▲豊浜中２年
　田中　未来

▲大井小２年
　吉野　結菜

▲豊浜小３年
　新美　結子

▲豊浜小３年
　家田　快煌

▲内海小６年
　中村　駿斗

▲豊浜中２年
　坂野　天音

▲豊浜中３年
　石垣　笑菜　

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール入選作品

県 入 選 作 品

赤い羽根共同募金中間報告！１２月５日現在募金額　２,２０１,２４５円

ご協力くださった多くの皆様に厚くお礼申し上げます。 南知多町共同募金委員会

　令和2年度も町内小中学校よりポスター33点・書道187点とたくさんのご応募をいただきありがとう
ございました。審査の結果、愛知県共同募金会の入選6作品のうち１作品が金賞に輝き、10作品が南知多町
共同募金委員会の入選となりました。おめでとうございます。ここに掲載させていただき、栄誉を称
えます。　　　　　
　なお、入選作品は、各地区サービスセンター（豊浜地区のみ町社会福祉協議会事務所内）
に展示しております。（敬称略）

金 賞

佳 作

町 入 選 作 品
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こんにちは！生活支援コーディネーターです！

南知多町委託事業

あなたの10 年後、20 年後はどんな生活をしているでしょうか。

※今回が第 1 回目の説明会ですが、
　今後小さな単位地区、希望されるグループでの
　出前説明会を予定しております。連絡してください。

　あなたの 10 年後、20 年後元気に地域貢献を
　している姿が想像できますか。

生活支援サポーターになりませんか ?生活支援サポーターになりませんか ?

生活支援サポーターとは、小さな困りごとを解決していただく
応援者のことです。

と　き▶　令和３年１月１９日（火） 　　　　　　　　　

　　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ▶　南知多町役場　３階　大会議室

対　象▶ ・助け合い活動や、ボランティア活動（有償）に関心のある方、

　　　　   始めてみたい方大歓迎!!

　　　　 ・生きがいを見つけ、自分も元気になりたい方

定　員▶　30名　申し込みは社会福祉協議会まで

高齢者世帯 ? 一人暮らし ? 南知多町では急激な高齢社会となっています。

いつまでも大好きな南知多町で自分らしく、安心して暮らすことが

できるよう、ごみ出しや電球の交換など、住民がお互いに小さな

困りごとを解決し合う『生活支援サポーター』を募集します。

サポーターの活動を通じ、住民同士で支え合う地域づくりを

すすめたいと思っています。

ミーナ助けあい隊（生活支援サポーター）の説明会

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

一緒に地域のことを考えていきましょう。
 お気軽にご相談ください 
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　例年５月から２月まで行っていた元気アップ教室（高齢者向けの体操教室）も
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために開催を延期しておりました。消毒
や検温の徹底、人数制限等の感染対策を行った上、９月から開催しています。
　自粛期間中も運動をされていた方、少し体がなまった方、それぞれの目標に向
かって、体操に取り組んでいます。久しぶりに皆様にお会いできても、たくさん
お話ができないのは残念ですが、笑顔が見られ、講師、社協職員ともに喜んでい
ます。
　継続は力なり！健康の維持は日々の努力が必要ですね！

　令和２年８月３１日付で、南知多町老人クラ
ブ連合会 ｢豊丘南山吹会｣ が、愛知県老人ク
ラブ連合会優良老人クラブ表彰を受けました。
　この表彰は５年以上地域福祉に寄与し、そ
の活動が顕著である単位クラブが表彰されま
す。
　例年、老人福祉大会にて授与されますが、
今年度は、新型コロナウイルスの為、大会が
中止になってしまい、１１月２４日の町老連役
員会にて授与式を執り行いました。
　今後も、地域でいきいきと活動を続けてく
ださい。

豊丘南山吹会が表彰されました！！

左：南知多町老人クラブ連合会会長 石黒 満昭 さん
右：豊丘南山吹会会長　　　　　　 鈴木 尉孝 さん

皆さん頑張っています
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お気軽にご相談ください！ 心配ごと相談所
※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。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっ
　ては中止させていただくこともあります
　ので、ご承知おきください。

◎
開
設
時
間
は
2
時
〜
４
時
ま
で
で
す

令和２年度

１月  ８日（金）

１月２６日（火）

２月  ９日（火）

２月２６日（金）

３月  ９日（火）

３月２３日（火）

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

（内海サービスセンター）

（内海サービスセンター） 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！

《お問合せ先》

!! Instagramを開設しました !!

　こんにちは! !

　南知多町社会福祉協議会のマスコット
『ハーティー』です！
　令和２年９月から、インスタグラムのアカウントを
立上げました (*^^*)
　社会福祉協議会の日々の活動や講座等の募集情報
等に加え、災害時には｢災害ボランティアセンター｣の
情報等も掲載していく予定です! !

　是非、みなさんフォローしてください★
　インスタグラムのアプリをダウンロードしていただ
いた後、左記コードをスキャンしていただくか、イン
スタグラムの検索にて｢南知多町社会福祉協議会｣と
検索してください！ 私のアイコンが目印です♥
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