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南知多町・美浜町・武豊町社会福祉協議会共催で、手話奉仕員養成講座基礎編（5/21～11/5 全23回）・
パソコン要約筆記ボランティア養成講座（9/25～11/6 全7回）を開催しました。手話でコミュニケー
ションをとることやパソコンで情報を伝えることを学びながら、障害がある方のお話を聞き聴覚障害や
福祉制度の知識を深めました。修了された皆様が地域で活躍されることを願っております。

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。
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　新年あけましておめでとうございます。
皆様には、希望に満ちた新春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます。また、

旧年中は当社会福祉協議会の運営と地域福祉活動の推進に対しまして、格別なるご理解
とご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルスが猛威を振るい、１月中旬をピークとした第３波、
そして５月中下旬をピークとした第４波、さらに感染者が最多となった夏場の第５波と
大きな波が続いて押し寄せました。このため、とりわけ人と接する業務の多い当協議会
の事業推進においては、感染防止に細心の注意を払いつつ業務の執行に努めました。
また、交流が中心となる事業につきましては、その多くを中止とせざるを得ず、高齢の
方の健康維持に苦慮する場面もありました。しかし、当協議会に対し、住民の皆様、会員
の皆様、各種関係機関・団体の皆様からたくさんの応援をいただいたおかげで、いくつ
かの事業では３密を避け、マスク、手洗い、消毒、換気の徹底などをしつつ地道に取り
組むことができました。誠にありがとうございました。
　今年は、当協議会が設立して６０周年、また法人登記後３５周年という記念すべき年に
あたります。設立から今日に至るまでの間、地域福祉に情熱を注がれ、当協議会の育成・
運営にご尽力を賜わりました全ての皆様に深く敬意を表します。６０年という長い伝統
のもとに築かれた信頼と実績を引き継ぐ者として、責任の重さをしっかり認識し、温かい
福祉事業の推進に努めてまいります。
　今、国では、急速に進む少子高齢化社会・核家族化等への対応として、地域共生社会
の実現に向けての改革がなされています。地域共生社会とは、制度・分野ごとの『縦割り』
や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』
として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民
一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を意味しています。住民
の主体的な支え合いを育むことと地域の資源を活かすことにより、暮らしに安心感と生
きがいを生み出すことが大切になっています。地域共生社会を目指し、現在の取り組み
をどう拡充していくか、より効果的な方策は何か、皆様と相談しながら進めていきたい
と考えています。
　当協議会には、高い公益性を保ちつつ、民間法人としての自主性・創造性を発揮して、
豊かな福祉社会の実現を目指すことが期待されています。期待に応えられるよう一生懸命
に努めてまいりますので、より一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
結びにあたり、本年も皆様にとりまして明るく幸せな一年となりますように心から

ご祈念申し上げ、新年のあいさつとさせていただきます。

令和４年元旦　

南知多町社会福祉協議会
会長  大 森  宏 隆

新春を迎えて（令和4年）

南南
会会
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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 6年
　田中　柚摩

▲師崎中 2年
　鵜飼　泰成

▲内海小 4年
　石黒　杏莉

▲豊浜小 6年
　榊原　　萠

▲師崎中 1年
　杉本　京太

▲内海中 3年
　大岩　奈央

▲豊浜小３年
　大岩　美結

▲豊浜小 4年
　田中　愛唯

▲大井小 4年
　山下　聖夏 

▲大井小 6年
　村田　心結

▲日間賀中 3年
　鈴木　稜生

▲大井小 1年
　山本　優衣

▲大井小 3年
　山下　りら

▲豊浜小 6年 
　坂野　由奈 ▲豊浜中 1年

　山下亜里紗
▲内海中 2年
　倉林　昌輝

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール入選作品

赤い羽根共同募金中間報告！１２月１３日現在募金額　２,９３１,１９４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３年度も町内小中学校よりポスター199点・書道
260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、６作品が愛知県共同募金会の佳作、
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。

入選作品の掲示場所
内海小・中→内海サービスセンター
豊浜小・中→南知多町総合体育館
大井小→師崎サービスセンター
師崎中→師崎公民館
日間賀中→日間賀島サービスセンター

佳 作佳 作

県 入 選 作 品

町 入 選 作 品

（敬称略）　
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　ミーナ助けあい隊の活動が広がっています。
　今回は、「ミーナ助けあい隊」を利用している方が作成してくれた作品を紹介
します。サポーターと昔話をしている中で、「豊浜地区のお祭りの鯛」の模型を
作ったことがあるので、もう一度挑戦してみようかということになりました。
ダンボール、爪楊枝、金銀の色紙などを使い見事なミニチュアの鯛の模型が
出来上がりました。

　とても立派で、社協の受付に飾ってあります。興味のある方は見に来てくだ
さいね。両脇の門松も同じ方の昨品です。

　※次のミーナ助けあい隊の説明会は
　　２月８日火曜日に行われます。
　　是非ご参加ください。

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

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～

生活支援コーディネーターです！こんにちは！

　令和３年８月31日付で、南知多町老人
クラブ連合会｢大井長久会｣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感染
症拡大防止対策の為、大会が中止になっ
てしまい、11月４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
てくだい。

大井長久会が表彰されました !!

左：大井長久会会長　　　　　　 山下 裕規 さん　　　　　　　
右：南知多町老人クラブ連合会会長 石黒 満昭 さん
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ボランティアセンター登録グループ紹介　Vol.２

手話サークルかもめ手話サークルかもめ手話サークルかもめ手話サークルかもめ手話サークルかもめ

　骨折をして歩行が困難になってしまった、高齢の家族と一緒にお出掛けをしたいけど長距離
の移動は大変だろうなといったお困り事に対応するため車いす・
福祉車両の貸出をしています。是非、ご利用ください。

手話サークルかもめ

貸出中または予約の状況によってお貸しできない場合がございます。事前に、
南知多町社会福祉協議会へご連絡ください。
なお、貸出にあたっては貸出申請書や介護保険証・身体障害者手帳等の写しの
提出が必要となります。申請書は、貸出時に窓口でご記入いただくか南知多町
社会福祉協議会HPからもダウンロードいただけます。

車いす
福祉車両
トヨタ  シエンタ ４人乗り
（車いす利用者を含む。）

南知多町在住

無料 無料（ただし、消費した燃料は補充のこと。）
南知多町在住で、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。

２週間
1日（8:30～17:15 ただし、土・日曜日、祝日、
12月29日～１月３日を除く。）

利 用 料

貸 出 品

貸 出 期 間

予 約 方 法

利用対象者

ボランティアセンターだより
　南知多町社協ボランティアセンターには、43団体の登録があります。（令和３年11月末時点）
興味のある方はお気軽にご連絡ください。
　地域での活動にあたり「こんなことしてくれる人いないかな…」という問合せでも構いません。

いつ活動しているの？？
　定例会：毎週火曜日　PM7:30～ 9:00　南知多町総合体育館会議室
手話、聴覚障害にご興味をお持ちの方ならどなたでも参加 OK！イベント、レクリエーションのみの

参加OK！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☻

どんなことをしているの？？
　聴覚障害に対する理解を深め、交流をしながら、聴覚障害者と共に安心して暮らせる地域づくり
を目指しています。そのために、手話の学習だけでなく、聴覚障害者や他町の手話サークルとの交
流やレクリエーションも行っています。

車いす・福祉車両の貸出
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愛知県子どもの学習・生活支援事業

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

〇緊急小口資金特例貸付　　　 …令和４年３月３１日（木）まで
〇総合支援資金特例貸付（初回）  …令和４年３月３１日（木）まで
　※総合支援資金特例貸付（再貸付）のお申込みは終了致しました。

取扱品目：お米、インスタント食品、災害備蓄食糧、
　　　　　生理用品 etc…（数に限りがございます。）
※一度ご利用された方も再度ご利用していただけます。
　詳細は南知多町社会福祉協議会HP、インスタグラムにも掲載
　致します。

生活福祉資金特例貸付受付期間延長に伴い、フードパントリーの
実施期間も延長致します。

小学生・中学生・高校生の学習を始め、居場所づくりや進学に
関する支援、高校進学者の中途退学防止などを目的に開催しています。

※定員枠など制限があります。

  ＜会場や内容のお問い合わせ先＞
　　愛知県知多福祉相談センター 地域福祉課
　　☎0569ｰ31ｰ0121
　　委託先：社会福祉法人南知多町社会福祉協議会
　　　☎0569ｰ65ｰ2687

毎週（火・金） 18時～20時

お金に困っていて
　子供に勉強させる
　　　　　余裕がない…。

無料

集いの場と学びの場

お申込み受付期間が延長されました

ホームページ Instagram

　実施期間：令和４年４月末日まで

生活にお困りの方に対する子どもの学習支援制度があります。
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　あいち知多農業協同組合南知多事業部
様より、令和３年11月29日（月）に南知
多町社会福祉協議会へお米券125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。
　これまでにも何度もお米券の寄付をい
ただいており、前回の寄付分は、町内の
生活にお困り方へお配りしました。多く
の感謝の声が届いております。
　あたたかいご支援をありがとうござい
ます。今後も生活にお困りの方への支援
を継続してまいります。

　11月29日サロンボランティア
連絡会を開催しました。
　町内16サロン35名のボラン
ティアさんがご参加いただき、
今後の活動再開について、検討
しました。

　活動再開されている町内外
のサロンボランティアさんか
らのお話を聞いて、アイディ
アを共有したり、コロナ禍で
の活動の難しさについて話合
いをしました。

お米券の寄付をいただきました

サロンボランティア連絡会を開催しました !!
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お気軽にご相談ください！ 心配ごと相談所

・介護福祉士、介護職員初任者研修（ヘルパー２級）をお持ちの方大歓迎！
・無資格の方もご相談ください。

一緒に働きませんか？

少しでも興味がある方は、
是非、お問合せください。

南知多町社協ヘルパーステーション
☎６５－１１０６（ヘルパー専用ダイヤル）

南知多町社会福祉協議会　電話65ｰ2687
●この広報に関するお問い合せ先

登録ヘルパー募集中

※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）
※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３年度

１月14日（金）

１月25日（火）

２月８日（火）

２月25日（金）

３月８日（火）

３月23日（水）

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
相談は無料、
秘密厳守です！

（内海サービスセンター）

（内海サービスセンター）
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