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　例年、夏休みを利用し中学生が町内の福祉施設を訪問してボラ
ンティア福祉体験学習を行っています。しかし、令和２年度は新
型コロナウイルス感染症拡大防止対策や夏休みが短縮されたため
に実施できませんでした。
　今年度も施設への訪問はできませんでしたが、施設を利用され
ている方や職員の方と中学生が "繋がる" 機会を作るために「字て
がみ」の暑中見舞いを送りました。
　※「字てがみ」とは漢字一字に添え字を書き、思いを伝えるもの
です。ボランティアセンターに登録いただいています野口正義様
を講師にお招きしました。

施設内で「字てがみ」を
掲示していただきました
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南知多町社会福祉協議会
会長  大 森  宏 隆

　このたび、令和３年６月23日に開催されました理事会において、

南知多町社会福祉協議会の会長という要職を拝命いたしました。

　微力ではございますが、これまでの経験を活かすとともに皆様との対話を

通して、当協議会の円滑な運営と地域福祉の充実に向けて全力を尽くしてま

いりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。　

　さて、この社会福祉協議会は、社会福祉活動を推進することを目的とし、

営利を追求しない民間組織として社会福祉法に基づき設置されています。そ

のため、運営は皆様からの会費や寄付、共同募金や行政からの支援等で成り

立っています。そして、民間としての自主性を持つと同時に、町を始め社会

福祉関係者に支えられた公共性をも有する組織であります。

　現在、当協議会におきましては、急速な少子高齢化や複雑・多様化する地

域生活課題への対応に取り組んでいます。しかしながら、昨年からの新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響を受け、従来のような交流活動などを減少せ

ざるを得ない状況であります。このため、社会的孤立の解消や経済的困窮世

帯への支援に努めつつ、住民同士のつながりを絶やさずに維持していく方策

等を模索しているところです。

　ウィズコロナの時代と言われる中で、様々な自粛を求められ、徹底した感

染防止対策に努め、新しい生活様式へ順応していくことは大きなストレスを

生じますが、何より今は、耐える力が試されているのではないかと思います。

皆様のお力添えをいただきながら、子ども・お年寄り・障がい者などすべて

の人々が、安心して暮らせる 「福祉のまちづくり」を目指し、事業の推進に

努めてまいります。

　今後とも皆様のご指導とご支援を切にお願い申し上げ、会長就任のご挨拶

といたします。

会長就任のご挨拶
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今年も「自分の町をよくするしくみ」
赤い羽根共同募金にご協力を

お願いいたします。

「赤い羽根共同募金運動」 に

                 ご協力ください！
　今年も「赤い羽根共同募金運動」が始まりました。
　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。

Art by R_pro_09
© Crypton Future Media,INC.www.piapro.net    

未来を担う
子どもたちのために
青少年を守る会
更生保護女性会等の

活動支援
福祉教育事業

障がいが
ある方のために
手をつなぐ育成会

身体障害者福祉連合会の
活動支援

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

高齢者のために
老人クラブ活動支援
紙おむつ購入費補助事業



ふれあいネットワーク

4発行　令和 3年 10月1日

こんにちは！生活支援コーディネーターです！
『ミーナ助けあい隊』の活動が広がっています。

 

 

　利用者からは「来てくれると思うと楽しみ。」「こんな小さなこと誰にも頼め
なかったけど気軽にやってもらえるので助かる。」「重いもの、かさばるものの
買い物は自分ではできないけどありがたいね。」などと感謝されています。

　またサポーターからも「今まで何か地域に貢献したいと思っていたが、このよ
うなことで喜んでもらえてこっちの方がうれしく思っている。」「家事のついで
なのであまり頑張らずに支援している。私流でやれる。」などの声が聞かれます。
中には「生きがいを見つけちゃった。」と言ってくれるサポーターもいます。

　小さな困りごとがあり悩んでいませんか?
　相談してみてください。お力になれることがあるかも
しれません。

　あなたができる地域貢献、今すぐ始められます。
　今の活動が自分の未来の生活につながります。
　今後の『ミーナ助けあい隊』説明会は、下記のとおりです。出前説明会も随時
行っています。あなたも仲間になりませんか? 是非ご参加ください。

　地域の人が地域の人のちょっとした困りご
とを助けあう『ミーナ助けあい隊』の活動が
進んでいます。
　現在ミーナ助けあい隊のサポーター登録を
されている方が40名を突破しました。
 利用者も22名の方が登録、1３名の方が週1～
2，3回の利用をされています。
 活動の内容は主に、掃除、話し相手、買い
物、草とり、ごみ出しなどです。

日　　時
１０月２１日（木）
１２月２０日（月）

令和４年　２月　８日（火）

１３:３０～
１５:３０

保健センター
３階大会議室

場　　所

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。
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ボランティア活動中や活動場所への往復途上でケガをしてしまった！
人にケガをさせてしまった！物を壊してしまった！ etc…そんな万が一の事故を補償する保険です！！

国内におけるボランティア活動中に、ボランティア本人がケガをした場合、ボランティ
アの方々が他人に損害を与えた事により損害賠償事故が発生した場合を補償します。
　◆通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの往復途上の事故を含
　　みます。
　◇熱中症 (日射病・熱射病 )による傷害も補償されます。
　◆天災タイプにご加入の場合、地震や津波等天災によるケガも補償されます。

　福祉活動やボランティア活動等を目的とする団体等が主催する日本国内での行事に
参加中に、行事参加者が偶然な事故でケガをした場合、行事主催者が行事参加者など
他人の身体や財物に損害をあたえ、行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合を補
償します。
　◇急激かつ外来による日射・熱射によって身体障害を被った場合も補償されます。
　◆細菌性食中毒及びウイルス性食中毒によって身体障害を被った場合も補償されます。
※保険料は参加される行事の内容や宿泊の有無等によって異なります。詳しくはパン
　フレットをご覧ください。

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、ボランティアの皆さまの活動にも大きな
影響が生じていることと存じます。2020 年度より、ボランティア活動保険の特定感染
症に新型コロナウイルス感染症を追加し、補償の対象となりました。
　ボランティア活動中にボランティア自身が特定感染症に罹患した場合に、葬祭費用
実額、後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金を補償します。

※補償の対象になるか判断する際に、活動状況をお尋ねしたり、名簿や記録のご提出をお願いする場合
　がございます。

≪ご加入受付・お問合せ・パンフレットのご請求≫

南知多町社会福祉協議会 電話 65-2687

パンフレットは南知多町社会福祉協議会にございます。お気軽にお問合せください。

新型コロナウイルス感染症も補償の対象になりました！！

＊ボランティア活動保険＊

＊ボランティア行事用保険＊

保険料
Aプラン
250 円

Bプラン
300 円 500 円 400 円 500 円 800 円

Cプラン 天災Aプラン 天災Bプラン 天災Cプラン

　新
影響
症に
　ボ
実額

新

ボランティア活動保険・ボランティア行事用保険
のご案内
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ともにとりくんで
いきましょう

「南知多町社会福祉協議会のボランティアセンターではどんなことをしているの？」
そんな声を受け、ボランティアセンターの情報をお届けすることになりました。

1 相談・援助
　　「ボランティアを始めたいけど、どうしたらいい？」「ボランティアさんに来 
　てもらいたいな…」このようなボランティアに関する相談を受け付けます。また、
　ボランティアグループ発足のお手伝いや活動のアドバイスを行います。
2 学習・研修
　　体験講座やボランティア講座などを開催します。
3 情報提供
　　窓口・電話などでのお問合せにより、ボランティアに関する情報をお知らせ
　します。
4 活動支援
　　地域のボランティアグループの活動への支援・協力を行います。
5 ネットワークづくり
　　個人ボランティア、ボランティアグループ、関係団体などとの橋渡しを行い
　ます。
6 その他
　　資機材の貸出、ボランティア保険の取り扱い等で活動を支えます。

どんなことをしているの？？
　「聞こえ」に不自由のある方とのコミュニケーション手段として、「筆談」「要約筆記」「ヒヤリ
ングループ」「音声→文字通訳」等があります。私たちは 「音声→文字通訳」を使い、「字幕」に
よりコミュニケーションを図る 「共生」を目指しております。
　主に、南知多町内で開催されております 「サロン」「老人クラブ」「その他」に今後、練習への
協力をお願いして、字幕提供を行い、相互コミュニケーション拡大を目指しています。
　活動にあたり、いくつかある支援ツールの中から、筑波技術大学の「captiOnline」を使用し
ています。
いつ活動しているの？？
　定例会：毎月第２・第４金曜日　AM9:30～11:30　南知多町社会福祉協議会内
私たちは仲間同士で試行錯誤しながら、和気あいあいと活動しています。活動にご興味をお持ち
の方は社会福祉協議会を通してご連絡ください。見学も大歓迎です

　こんなことをしています！お気軽にご連絡ください！

ボランティアセンターだより

私たちは
「（主に）難聴・中途失聴の方々と
相互コミュニケーションを目指す」
ボランティアグループです。
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生活福祉資金貸付制度
緊急小口資金・総合支援資金（特例貸付）について
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お申込み受付期間が延長されました
令和３年11月30日（火）まで受付期間延長（令和３年８月現在）

　新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々
に向けた、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金及び総合支援資金（生活支援費）について、
特例措置を設けて貸付を実施しています。お申込み、ご相談の窓口は、南知多町社会福
祉協議会です。

　新型コロナウイルス感染症の拡大が継続しております。それに伴い、フードパント
リープロジェクトについても実施期間を延長する事と致しました。

『フードパントリー』とは、様々な理由で生活に困って
いる方々に、食料品等を配布する活動のことです ! !
お気軽にお声かけください。

ハーティー フードパントリープロジェクト

　新型コロナウイルス感染症感染者または、濃厚接触者として保健所より自宅待機要請を求
められている世帯へ食品（日用品）をお届けします。
　詳細はHPやSNS等に掲載しております。または、南知多町社会福祉協議会までお問合せ
ください。

HPや SNSにて当会事業について発信しております。
新型コロナウイルス感染症で生活に影響を受けられて
いる方々への支援についての情報も随時掲載していき
ますので、是非ご覧ください。

ホームページ 二次元コード instagram 二次元コード

対　象　新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や減収状態にある在住の方。
　　　　（学生さん等も含みます）
場　所　南知多町社会福祉協議会内
　　　　（南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１ 南知多ＪＡ会館内）
期　間　令和３年12月28日 (火)まで
　　　　開所時間は、平日８：30～17：15までです。
取扱品　お米、カップ麺、調味料、災害備蓄食糧、日用雑貨　等
　　　　(数に限りがございますので、上記の品物が揃っていない場合もあります。）

◇新型コロナウイルス感染症緊急支援も実施期間を延長します◇

　※食糧受領書へご住所やお名前をご記入していただきます。
　※期間内、原則１回までの配布と致しますが、期間延長前に食糧支援を受けた方
　　へも配布を致しますので、是非受け取りに来てください。



お気軽にご相談ください！心配ごと相談所
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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）

〇相談には弁護士、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。

10月８日（金）

10月26日（火）

11月９日（火）

11月26日（金）

12月14日（火）

12月28日（火）

１月14日（金）

１月25日（火）

※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。

相談は無料、
秘密厳守です！

　あいち知多農業協同組合南知多事業部様より、令和３年６月３０日（水）
に南知多町社会福祉協議会へお米券１００キロの寄付をいただきました。
コロナ禍により暮らしへの不安が広がる中、地域の住民の皆さまのため
に役立ててほしいと寄付していただいたものです。町内の生活にお困り
の方等へお配りさせていただきます。あたたかいご支援をありがとうご
ざいます。

お米券の寄付をいただきました

令和４年

（内海サービスセンター）

●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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