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　令和２年12月６日、
愛知県、南知多町、南知多
町社会福祉協議会の共同
で災害ボランティアセン
ター設置・運営訓練を実
施しました。
　近い将来、実際に起き
るかもしれない大災害に
備え、円滑なセンター運
営ができるよう、今後も
訓練を継続致します。

【災害ボランティアセンターとは】
大規模な災害時に設置され、被
災地でのボランティア活動を円滑
に進めるための拠点となります。
　被災者の困りごとを把握し、被
災者とボランティアを『つなげる』
役割を担います。
　南知多町では南知多ＪＡ会館に
設置され、町と社会福祉協議会の
連携のもとで運営されます。

南知多町災害ボランティアセンター
設置・運営訓練
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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
レシーア南知多、㈱石理組、喫茶ミヤ、民宿かねもと、角建工㈲、内海生花、大久利一男、日比恭子、
花の美晃園、㈲林電機、㈱カワサ、田中屋呉服店、福本全廣、いちご堂、中村秀治、アルザス、
梅田裕司、西方寺、内田そろばん、中野一、鳶ホーム、十いとう、大徳、ヘアーサロン　フラワー、
豆千、十一家、マルハリゾートまるはドライブイン、アトリエぜんきゅう、大岩鈴鹿、有限会社
てるみや、ハートランドえのもと、㈱榎本業務店、葡萄屋、龍江寺、㈲ガレージヨシダ、㈱アイケン、
紅月軒、民宿ウサミ、大岩牧場、大岩モータース、合同会社ありがたや、吉栄丸、内海山海地
区民生委員・児童委員、鈴木時計眼鏡店、電化のニシダ内海店、㈲鈴木木材、天理教尾知分教会、
内海自動車工業所、参平、中村刃物金具店、日比登史男、細谷秀昭、久松克人、山本勝彦、大岩久純、
内田直志、吉田正男、中野和巳、大岩隆、奥川雄介、石黒兼人、柴田幸員、大森健治、和田惠、
齋藤徳之、丸山喜幹、山本峰久、山下隆司、㈱山太、家田弘事務所、平和屋、マルミ電機商会、
松屋モータース、㈲光陽モータース、いこい理容、森公志事務所、石黒製作所、久吉、㈲山盛建設、
㈲山善、豊浜薬品、豊浜豊丘地区民生委員・児童委員、円増寺、東屋、堀江測量事務所、ブランシュール、
㈱丸福青山建設、石黒弘美、㈲まると水産、㈱中富、松本好平、山本友裕、中川定秋、相川忠人、
天木一寛、大岩弥之助、山本豊、大岩賢治、滝本金弘、平山康雄、川岸モータース、マルト商店、
マルツ　カミヤ商店、㈲中光商店、師崎地区民生委員・児童委員、竹川正悟、大井地区民生委員・
児童委員、かごや釣船、石黒友之、磯部藤五郎、鳥居敏正、黒田吉生、菅沼信吾、㈲つるや、
やなぎや旅館、三好屋、山下平八郎、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、澤田定広、相川辰男、酒井正男、丹羽英行、間瀬雅信、酒井一、山下季良、
篠島地区民生委員・児童委員、大西嘉、富田石油、日間賀島地区民生委員・児童委員、高橋りえ子、
内田純慈、滝本功、神谷和伸、高田順平、滝本恭史、山下忠仁、山本剛、奥川広康、坂本有二、

（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

（敬称略・順不同）

令和３年１月31日現在

　 522,900
552,000
501,000
200,000
196,000
　　0

1,971,900

132,000
86,000
86,000
88,000
14,000
94,000
500,000

45,000
285,000
90,000
50,000
65,000
300,000
835,000

699,900
923,000
677,000
338,000
275,000
394,000
3,306 ,900

会員加入者一覧
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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。
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宮地利佳、相川和英、富田和彦、田中直之、山本有里、大久保美保、石黒俊光、森崇史、山本剛資、
内藤宗充、大森宏隆

特別会員　　一口　5,000円
知多信用金庫内海支店、㈲大和印刷、岩屋寺、特別養護老人ホーム大地の丘、内海商工会、
エノモト薬局、内海ガス㈱、宝珠寺　永井成典、みどりの家デイサービス、豊浜ガス㈱、南知多
プラスチック工業団地協同組合、知多信用金庫豊浜支店、㈲森造船、東海自動車、まるは食堂
旅館南知多豊浜本店、松本新聞店、㈲スズキ産業、㈱豊楽園、柳電機㈱、影向寺、浄土寺、
㈱大竹水産、光明寺、極楽寺、長福寺、㈱マルキ化成工業所、㈲坂野、豊浜鮮魚仲買人協同組合、
㈲久富電気、山下剛治、㈱石黒組、魚新　髙浪達明、㈱飯田石油店、豊浜水産物加工業協同組合、
正衆寺、㈲栄春工務店、豊浜魚ひろば組合、㈱豊半、㈲田中水産、花乃丸、豊浜えびせんべい組合、
㈱川仁、相川幸吉商店、名鉄海上観光船㈱、家田製菓㈱、㈲竹本設備、三共食品、豊浜商工会、
あすなろ調剤薬局、すいせんひろば、特別養護老人ホームあい寿の丘、健愛薬局、㈱豊永建設、
㈲滝本建設、マルエ産業㈱、長寿寺、中京銀行師崎支店、山下三千男、知多信用金庫師崎支店、
山本通船㈲、㈱いしかわ石油店、かっぱのお家クリニック、（資）美舟、池戸義久、㈱石橋組、
㈲大井毎日、㈱知多岬運輸、徳吉醸造㈱、マル伊商店、延命寺、イナオ薬局、南知多水産振興会、
師崎商工会、コクボドラッグ、㈲鈴円、ホテル晴快荘、北河石油、海上タクシーいそなぎ、
㈲日間賀観光ホテル、宮地善一、北川幸孝、井戸田保夫、鈴木亀夫、㈲いすず、㈲鈴木石油、
大海老㈲、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、半田法人会南知多支部、あいち知多農協南知多事業部、南知多町観光協会、
中川昌一、高橋篤、田中嘉久、鈴木茂夫、鈴木淳二、大岩幹治、山下雅弘

会費は以下の事業等に役立っています

福祉実践教室 心配ごと相談所の開設

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、休業や失業等により生活資金でお悩
みの方に向けて、生活福祉資金（緊急小口資金、総合支援資金）の特例貸付を行って
います。（貸付には条件や審査があります。）
　なお、申請の受付期間は令和３年３月末までの予定です。
　詳細につきましては、南知多町社会福祉協議会までお問合せください。

新型コロナウイルス感染症の影響による　　　　
　　　　　　　一時的な生活資金の特例貸付のご案内
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協力店募金　32,881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、
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　3,022,726円
町内全地域の皆様

その他の募金　181,720円　
南知多町民生委員・児童委員協議会、
ボランティア団体他

学校募金　168,865円
町内小中学校、内海高校

職域募金　68,127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、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月に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3,521,034円の募金をいただくことが
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３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。

街頭募金・イベント募金 24,710円
岩屋寺マルシェ、老堂狸会総会

歳末募金　22,005円
師崎港観光センター前にて

募金内訳とご協力いただいた皆様等

Art by クスノキ© Crypton Future Media,
INC.www.piapro.net  

「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
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　今後は、みなさんのお住いの各地域に出向き、説明会を行いたいと思っています。
　お申し込みは何人からでもOKです。
　地域に助けあい隊のサポーターを増やし、安心な地域を作っていきましょう。
　ただし、説明会に出席しても必ずしも隊員にならなければいけないことではなく、
多くの住民の方に仕組みを理解していただきたいと思っていますので、お気軽にご
参加ください。次回は３月18日（木）・４月19日（月）を予定しています。

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

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。

発行　令和 3年３月1日

こんにちは！生活支援コーディネーターです！こんにちは！生活支援コーディネーターです！こんにちは！生活支援コーディネーターです！
令和3年1月19日　役場大会議室にてミーナ助けあい隊説明会
が行われました。
　説明会には28名の参加者があり、町の現状と地域支えあいの必要性、カードを
使った助けあい体験ゲーム、助けあい隊の具体的な活動の紹介と続きました。
　その場でサポーター登録をしてくださった方も多くいらっしゃいました。
「少し困った人の手助けができるよ」と声をあげていただき、今後の活動に力をい
ただきました。



お気軽にご相談ください！心配ごと相談所
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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）

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）

（内海サービスセンター）

〇相談には弁護士、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）
〇前日、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。

《お問合せ先》
南知多町社会福祉協議会（電話６５－２６８７）

３月９日（火）

３月23日（火）

４月９日（金）

４月27日（火）

５月11日（火）

５月28日（金）

６月８日（火）

６月22日（火）

令和２年度

令和３年度
※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。
※令和３年度の予定に関しては変更にな
　る場合もございます。

相談は無料、
秘密厳守です！

福祉車両貸出のご案内

町内在住で、日常生活で車いすを利用する高齢者や障害児者及び
その方を介助する家族等
トヨタ シエンタ　４人乗り（車いす利用者を含む）
無料　
ただし、消費した燃料を補充して返却をお願いいたします。
１日間（8:30～17:15）
ただし、土・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除きます。
事前に社会福祉協議会へご連絡ください。貸出申請書の記入をし
ていただきます。運転免許証や介護保険証、障害者手帳等の写し
をご提出ください。

車いすに乗ったまま、乗降できるスロープ付きの車をお貸しします。
対 象

貸出車両
利 用 料

貸出期間

手 続 き

▶

▶
▶

▶

▶

訂正とお詫び
令和３年１月１日に発行しました広報誌の

発行号数に誤りがございました。
誤）第１０３号　　正）第１０６号
お詫びして訂正いたします。

この広報に関するお問い合せ先
南知多町社会福祉協議会　電話65-2687
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