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社会福祉法人

刈谷市社会福祉協議会

〒448‑0024 刈谷市下重原町3‑120（刈谷市高齢者福祉センター内）
●Eメールアドレス▶ syakyo@kariyashi.jp
●ホームページアドレス▶ http://www.kariyashi.jp/

検索は
「刈谷市社協」

歩み続けて５０年

地域の皆さまに支えられて、
今年度、刈谷市社会福祉協議会は
法人設立50周年を迎えます。
記念事業の開催も予定しています。
詳しくは、
２ページをご覧ください。
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この機関紙は会費を活用して発行しています。

平成30年度の活動予定
今年度、刈谷市社会福祉協議会は法人設立50周年を迎えます。さまざまな記念事業も開催します。

行

5
6
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事

月

●ふれあいの里運動会(25日）
●刈谷市老人ゲートボール大会（31日）
（予備日６月１日）
●障害者スポーツ（ボッチャ）大会（17日）

月

●いきいきフェスタ（２日）
●“世界寺子屋運動” 名古屋実行委員会
訪問（未定）
●災害ボランティアコーディネーター養成
講座（21日、22日）
●青少年ボランティア福祉体験学習

●ふくし写真コンクール作品募集
（17日〜10月31日）

月

8月
9月
10 月

●ふれあいの里夏まつり（４日）
●青少年ボランティア福祉体験学習

●赤い羽根共同募金運動
（１日〜 12月31日）
●福祉・健康フェスティバル2018（14日）

●福祉・健康フェスティバル2018
特別コーナー出展（14日）

12 月

●歳末たすけあい運動
（１日〜31日）
●もちつき大会
（１日）
●ふれあい交流会
（14日）
●クリスマス会
（15日）
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月

3

月

７月17日㈫から作品の受付を行います。本会
主催の事業や福祉を目的とした催しの写真で、
平成29年４月１日以降に市内で撮影されたも
のを対象とします。詳細は、刈谷市社協だよ
り7月号（No.125）をご覧ください。

●プレミアム「ひまわりフェスタ」（17日）

●金婚を祝う会（未定）

月

募集要項につきましては、
３ページをご覧ください。

●数え100歳訪問

11 月
1

記念事業

●成人を祝う会（18日）
●社協会員募集（１日〜３月１日）
●
「世界寺子屋運動KARIYA」
書き損じはがき
回収運動強調月間
●刈谷市社会福祉教育指定校研修会（未定）
●福祉ふれあいフェスティバル in シャインズ
（未定）

●機関紙「刈谷市社協だより」特集号発行
（１日）
●記念式典・福祉講演会（16日）
●記念誌「刈谷の福祉」発刊

●心身障害者市民講座作品展（５日〜７日）

【詳しくは、総務課（TEL29-0888）へ】
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法人設立50周年記念事業

障害者スポーツ
（ボッチャ）
大会 参加者募集
刈谷市社会福祉協議会の法人設立50周年を記念するとともに、障害をもつ方と健常者
との交流と障害者スポーツ及びボッチャ競技の振興を図るため、障害者スポーツ（ボッチャ）
大会を行います！
❶

開催日時
平成30年６月17日㈰

❷

会場
刈谷市南部生涯学習センター「たんぽぽ」 多目的ホールＡ・Ｂ
（刈谷市野田町西田78番地２ 電話：0566‑62‑8555）

❸

日程
9：30

10：00

受付

午前10時〜午後４時

10：30

開 会 式
競技説明

12：00

競

技

13：00

昼食

15：30

競

技

競技終了
表彰式等

❹

競技
３人一組のチームによる団体戦で行います。３コートで実施します。
（１）３〜４チームを１ブロックとし、３つのブロックを作ります。
（２）ブロックで予選リーグ戦を行います。
（３）ブロックの１位チームで決勝リーグ戦を行い、１位〜３位のチームにメダルを
交付します。

❺

募集人数
100名以内。ただし、健常者の人数は60名以内とします。

❻

参加資格等
（１）申込日現在で刈谷市内に在住、在勤、在学の方。
（２）大会に参加するうえで、プレーに支障のない方。

❼

参加費
無料（食費・交通費等の実費は個人負担。昼食の斡旋等は行いませんのでご持参ください。）

❽

申込み
５月11日㈮までに、参加申込書（本会ホームページからダウンロード、または、心身
障害者福祉会館にて配布）に記入の上、心身障害者福祉会館（〒448‑0024 下重
原町３ｰ32）へファックス（25‑8495）
、郵送または持参してください。

❾

注意事項
（１）障害者１名以上を加え３人１組となるようなチーム編成を行います。
（２）定員を超えた場合は、大会事務局で選考を行います。
（３）参加決定については、開催日の２週間前頃までに申込代表者へお知らせします。

【詳しくは、心身障害者福祉会館（TEL24‑6066）へ】
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社会福祉協議会は地域福祉の推進のためにさまざまな社会福祉事業を展開しています。

福祉のまちづくりを進めるために
◆ボランティアセンター

ボランティア活動をしたい人、ボランティア派遣を希望する人への相談に応じています。また、
ボランティア講座を開催し、ボランティア活動の啓発や支援をしています。

◆21世紀を支える人づくり（児童・生徒への福祉教育）

小学校・中学校及び高等学校を対象に、思いやりの心と福祉の芽を育てています。
⃝児童・生徒福祉実践教室
⃝青少年ボランティア福祉体験学習
⃝社会福祉教育指定校研修会

◆福祉啓発行事の開催

地域に住む人々が、福祉に対する理解と関心を持ち、
“誰もが安心して暮らせるまちづくり”の意
識を高めるため、ボランティア等の協力を得て福祉・健康フェスティバルなどを開催しています。

◆寄附金の受け入れ

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、ボランティアの育成、また、広く福祉のために役立てて欲
しいなど、ご寄附いただいた目的にそって活用します。

◆社協の会員の募集

皆さまの福祉活動への参加と理解をいただくため会員制度を取り入れています。
⃝一般会員 年額
５００円
⃝特別会員 年額 １,０００円以上
⃝法人会員 年額 １,０００円以上
⃝施設会員 年額 ２,０００円

福祉サービス
◆刈谷中央地域包括支援センター

地域の高齢者に対して、介護予防ケアマネジメント業務や高齢者の実態把握、虐待等への対応を
含む総合相談に応じます。

◆居宅介護支援事業所

ケアマネジャーが利用者や家族と相談のうえ居宅サービス等
を調整し、ケアプランを作成します。

◆訪問介護事業所

ホームヘルパーが家庭訪問して介護や家事の援助等を行います。

◆刈谷市成年後見支援センター

判断能力が不十分な人が安心して暮らすことができるように成年後見制度利用のお手伝いをします。

◆車椅子の貸出

市内に住所があり、病気や事故などで一時的に車椅子を必要とする人
に、車椅子を無料で貸し出します（３か月以内）。

◆車椅子移送車の貸出

市内に住所がある車椅子使用者などが、通院・旅行などで外出する際
に、車椅子移送車を貸し出します（原則３日以内）。

◆配食サービス

65歳以上の見守りが必要な高齢者世帯で、食事の支度が困難な人に食事を自宅にお届けすると
ともに、安否確認を行います。

◆出張理美容費助成

外出が困難な在宅の身体障害者手帳（肢体不自由）１級を所持している人と、刈谷市在宅ねたき
り・認知症高齢者見舞金受給者のうち、ねたきり状態にある人を対象に、自宅への出張理美容費を
助成します。
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福祉施設の運営

刈谷市社会福祉協議会は、刈谷市からの指
定管理者として、次の施設を運営しています。

✿くすのき園（生活介護事業所）
住所／下重原町3-32

✿すぎな作業所
（多機能型事業所〜就労継続支援Ｂ型及び生活介護）

TEL28-5441

✿心身障害者福祉会館（地域活動支援センター）
住所／下重原町3-32

TEL24-6066

✿老人デイサービスセンター ひまわり
住所／下重原町3-120

TEL23-2010

住所／下重原町3-32

TEL23-1400

✿身体障害者デイサービスセンター たんぽぽ
（生活介護事業所）
住所／野田町西田78-2

TEL62-8557

✿高齢者交流プラザ（社会参加促進事業） ✿老人デイサービスセンター たんぽぽ
住所／下重原町3-120

TEL23-0555

✿一ツ木福祉センター
住所／一ツ木町4-40-3

TEL25-2021

住所／野田町西田78-2

✿養護老人ホーム

住所／下重原町3-120

TEL62-8557

TEL21-3478

詳しくは、ホームページでご確認いただけます。

臨時職員募集
募集は、募集人員に達するまで随時受け付けていますので、お問い合わせの上、履歴書（家族欄は
記入不要）を各施設へ持参してください。なお、応募資格に記載のある免許などもご持参ください。
勤務場所

くすのき園

すぎな作業所

職
種
募集人員

支援員
1名

支援員（育休代替）
若干名

応募資格

不問

不問

職務内容

知的障害者の日中活動支援

勤 務 日
勤務時間
賃金
（時給）
問合せ先

月曜日～金曜日 週5日
午前8時30分～午後5時15分
1,100円
（資格有※1 1,130円)
28-5441

勤務場所
職
種
募集人員
応募資格
職務内容
勤 務 日
勤務時間
賃金
（時給）
問合せ先
※1
※2
※3

知的障害者の就労及び日中
活動支援
月曜日～金曜日 週5日
午前8時30分～午後5時15分
1,100円
（資格有※1 1,130円)
23-1400

身体障害者の介助業務
月曜日～土曜日のうち週3日
午前9時15分～午後4時45分
1,100円
（資格有※2 1,130円)
62-8557

老人デイサービスセンター
ひまわり
介護職員
１名

老人デイサービスセンター
たんぽぽ
介護職員
2名
社会福祉士、介護福祉士又は
社会福祉士又は介護福祉士
ヘルパー2級以上
高齢者の介助業務
高齢者の介助業務
月曜日～土曜日のうち週5日 月曜日～土曜日のうち週5日又は週3日
午前8時30分～午後5時15分 午前8時30分～午後5時15分
1,100円
（資格有※3 1,130円) 1,100円
（資格有※3 1,130円)
23-2010
62-8557

社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士のいずれかの資格を有する場合は、賃金（時給）が1,130円になります。
社会福祉士又は介護福祉士のいずれかの資格を有する場合は、賃金（時給）が1,130円になります。
介護福祉士の資格を有する場合は、賃金（時給）が1,130円になります。

【詳しくは、各問合せ先へ】
5

身体障害者デイサービスセンター
たんぽぽ
支援員
1名
社会福祉士、介護福祉士又は
ヘルパー2級以上
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第１回

難聴者・中途失聴者対象の交流会
難聴者・中途失聴者：耳が聞こえづらい人、病気や事故などにより聴力が低下してしまった人

皆さんが集まり、難聴で困ったこと、不安なことなど、
何でも語り合いませんか？要約筆記（文字通訳）付き
なので、安心して会話ができます。
日

時：平成30年６月10日㈰
（途中参加ＯＫ）

場 所：心身障害者福祉会館
参加費：無 料

午前10時〜午後0時
会議室

対象者：刈谷市内に在住、在勤、在学の難聴者・中途失聴者
申込み：５月31日㈭までに、住所、氏名、連絡先、勤務先または就学先を、ファックス
（25‑2566）またはメール（vc.kyogikai@kariyashi.jp）で事業推進課までお
申込みください。

【詳しくは、事業推進課事業係（TEL62‑6676）へ】

車椅子貸出サービスのご案内
刈谷市在住・在宅で、病気や事故等で一時的に身体が不自由になった人や、
外出に必要な人に貸し出します。
☆ 期間は最長3か月です。
ケガしちゃった

病院から一時
外出したいわ

旅行に行きたいけど
長距離を歩くのは
大変なのよね

費用は無料です。☆
刈谷に遊びに来る
お父さんのために
借りておいてよかった〜

介護保険の支給決定
までの間が困るなぁ

対象にならない人

国の制度が使える人は
介護保険制度の福祉用具のレンタル
そちらが優先なのじゃ
（ケアマネジャーへ相談）
身体障害者手帳１級・２級の人 ➡ 障害者総合支援法の補装具費の支給
（肢体不自由下肢もしくは体幹）
（市役所２階福祉総務課ヘ相談）
医療機関に入院している人
・車椅子を所有している人
福祉施設に入所している人
・その他不適当と認めた人
要介護２以上の人

➡

【詳しくは、事業推進課事業係（TEL62‑6676）へ】
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共同募金配分金で
車両を購入しました！

愛知県共同募金会からの配分金（助成金）により、車
両１台を購入することができました。
事業推進課の「車椅子貸出サービス」において、車椅
子を運搬する際などに大変役立っています。
共同募金にご協力いただきました皆さまに心よりお礼
申し上げます。ありがとうございました。

【詳しくは、総務課（TEL29-0888）へ】

ベルマーク

ご寄附
ありがとうございます

（敬称略・順不同）

年 月 日～平成 年１月 日 ）
29

31

【使用済み切手】

沢田榮子、髙畑和枝、中野聡子、
沼田一義、くすりの村薬局、車
体協和会、第一生命労働組合豊
田支部、美容あいち刈谷支部

【善意の寄附】

（平成

11

◆ 寄附物品一覧

善意の寄附
学校の教材購入のために

書き損じはがき
識字教室の建設や教材の
購入のために

30

社会福祉協議会では次のような金品を受け付けて
います。

社協の社会福祉事業や法
人運営のために
たとえば寄附金や
このようなもの…

使用済み切手
盲養護老人ホームの施設
整備のために

使用済みプリペイド
カード
盲養護老人ホームの施設
整備のために

（車椅子）

29

浅野みゆき、岩田成子、大山節
子、梶間利彦、上中敬三、川上
吉 子、 近 藤 清 一、 白 土 美 恵 子、
竹内光子、田中錦子、遠山邦雄、
仁科豊代子、早川弘江、原献吉、
藤田、牧野美智子、三矢十三世、
油井、ＮＴＴコミュ二ケーショ
ンズ㈱東海支店、ＮＴＴコムマ
ーケティング㈱東海営業所、㈱
出雲殿互助会、稲垣鉄工㈱、お
茶の三徳園、刈急運輸㈱、刈谷
井ヶ谷簡易郵便局、刈谷市グラ
ウンドゴルフ連盟、クアーズテ
ック労働組合刈谷支部、㈱サク
セスプランナー、スマイルの会
たんぽぽ、西三チタニウム、㈱
ツルタ製作所、㈲都築食品加工、
㈱デンソー、㈱東陽、日設工業
㈱、㈱日本スチールチェイン製
作所、日本郵趣協会あいち支部、
袴田組、㈱ハナイタイト、広瀬
クリニック、㈱まるぜん、みど

りの会、モアーヌクレストサロ
ンＢＥＬＬ、㈱ヨサミケアサー
ビス、小垣江市民センター、刈
谷市美術館、東刈谷市民センタ
ー、富士松市民センター、刈谷
市役所
整理ボランティア：一起会

【使用済みプリペイドカード】

白土美恵子、原献吉、森本ノブ
子、油井、みどりの会
整理ボランティア：一起会

【ベルマーク】

浅野みゆき、岩田成子、瓜生美
恵子、柏原博子、近藤清一、白
土 美 恵 子、 早 川 弘 江、 原 献 吉、
半田恵美子、平井宏子、三矢十
三世、森下美紀子、油井、お茶
の三徳園、クアーズテック労働
組合刈谷支部、スマイルの会た
んぽぽ、そば新、碧南市市民活
動センター、㈱まるぜん、みど
り の 会、 富 士 松 市 民 セ ン タ ー、
刈谷市役所
整理ボランティア：一起会、Ｎ
ＴＴ・ＯＢ・刈谷始月会

【書き損じはがき】

大山節子、笠松信子、神谷充子、
白土美恵子、鈴木妙子、早川弘
江、平井宏子、刈谷井ヶ谷簡易
郵便局、みどりの会、刈谷市民
ボランティア活動センター、富
士松北小学校、刈谷市役所
整理ボランティア：国際協力ボ
ランティア寺子屋

2018.4.1
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（日用品）
52

平成30年度 すぎな作業所製品即売会予定

すぎな作業所利用者の皆さんが、心を込めて製作したものばかりです。ぜひ一度足を運んで
いただけたらと思います。
なお、各即売会の開催日が近づきましたら、詳しい内容を「すぎな作業所フェイスブック」
でお知らせします。
また、天候等により開催が中止になる場合もありますのであらかじめご了承ください。
月
日
５
20
６
３
８
４
９
17
10
14
11
３
未定
未定
未定

イベント
ショッキフェスタ
あったかハートまつり
ふれあいの里夏まつり
ひまわりフェスタ
福祉・健康フェスティバル
産業まつり
農業まつり
ファミラブ
エルシティ即売会

場
所
豊田自動織機グラウンド
刈谷病院
しげはら園グラウンド
高齢者福祉センター（ひまわり）
刈谷市総合文化センター
刈谷市産業振興センター
ＪＡあいち中央刈谷営農センター
未定
エルシティ

【詳しくは、すぎな作業所（TEL23-1400）へ】

ボ ラ ン テ

イ

ア

の

芽

ギター愛好会 ＧＫＢ

「ギター愛好会ＧＫＢ」
（ＧＫＢ：Guitar Kariya Brothersの略）は、刈谷市のギター講座受講の有志が
1998年に結成したグループです。メンバーは現役から定年を迎えた方まで、人生経験豊富な50～70代の男
女12名です。演奏は懐かしい想い出の歌から10曲を選び、４か月毎に更新します。最初はぎこちない所も
ありますが、楽しみながら日々演奏力向上に励んでいます。
趣味で始めた会ですが練習成果を「何かに役立てたい」と2003年から福祉施設等を訪問しギター演奏で
歌って頂く、参加型の演奏会を始めました。以来、皆さんの笑顔と「また来てね」の声に支えられて今年
２月で350回を数えました。2016年に挑戦したロビーコンサートは４回を重ね、毎回大勢の方に参集して
いただき元気な歌声が会場一杯に響きます。
会ではメンバーを募集しています。愛用のクラシックギターで一緒に訪問演奏をしませんか。若い方も
歓迎します。お気軽に見学にお立ち寄り下さい。

第３００回訪問演奏会

第３回ロビーコンサート

【詳しくは、事業推進課事業係（TEL62-6676）へ】

【刈谷市社協だより２月１日号（No.123）の誤記載について】

３ページ「心身障害者市民講座作品展」の開催日に誤りがありました。深くお詫びを申し上げますとともに、
今後掲載内容について、十分注意してまいります。
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