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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」

法人設立５０周年記念式典及び記念講演会
おかげさまで、刈谷市社会福祉協議会は、平成30年12月25日㈫に法人設立50周年
を迎えます。
これを記念して、式典及び講演会を開催します。
詳しくは、４ページをご覧ください。

本会ホームページ
で、法人設立日ま
でのカウントダウ
ンを表示中！
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この機関紙は会費を活用して発行しています。

刈谷市社会福祉協議会法人設立50周年

会場案内図＆交通アクセス
鉄 道 ＪＲ東海道本線「刈谷駅」、名鉄三河線「刈谷駅」下車
公共施設 西境線・東境線・一ツ木線・東刈谷線・小垣江線・依佐美線で
連絡バス 「刈谷駅南口」、
または
「総合健康センター」下車
「刈谷駅北口」
駐車場

総合文化センター立体駐車場（１時間無料）
総合健康センター立体駐車場2・3階（無料）
刈谷市役所駐車場（無料）

★総合健康センター立体駐車場については、
一般の駐車は12：00から可能です。
立体駐車場1階は、
イベント開催のため終日ご利用できません。
★会場周辺は混雑が予想されますので、
できる限り公共交通機関をご利用ください。

お問い合わせ
「刈谷市福祉・健康フェスティバル実行委員会」事務局［刈谷市社会福祉協議会 事業推進課事業係］
〜10/12（金）まで

0566-62-6676

10/13（土）
・14（日）

090-1748-9816

【主催】 刈谷市福祉・健康フェスティバル実行委員会 【共催】刈谷市、社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会
【後援】 刈谷市教育委員会、公益社団法人刈谷市シルバー人材センター、刈谷市ボランティア連絡協議会、刈谷市共同募金委員会
トヨタ車体 ㈱、豊田通商 ㈱、アイシン精機 ㈱、㈱デンソー、
【協賛】 ㈱ 豊田自動織機、㈱ ジェイテクト、
トヨタ紡織 ㈱、刈谷ロータリークラブ、刈谷ライオンズクラブ、刈谷衣浦ライオンズクラブ、㈱ オオヤ
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出展・バザー

スタン プラリー

出展団体による
展示・即売・体験・相談

全部集めて景品と交換！
カードは

模擬店

総合文化センター地下1階にて
配布します！
！
配布時間 10:00〜／13:00〜
［計600枚］

ステージショー
9：00〜

焼きそば・たません・
チョコバナナなど

みなくる広場ステージ
ダンスや演奏が盛りだくさん！
みんなで一緒に盛り上がろう！

ふれあい太鼓【呼び込み太鼓】

12:00〜 アロハナニ刈谷【フラダンス】

10：00〜 ふれあい太鼓【太鼓演奏】

12：40〜 キッズ＆ジュニアダンスTa☆na【ダンス】

10：40〜 刈谷城盛上げ隊【演武】

13：20〜 ギター愛好会G・K・B【ギター演奏】

11：05〜 パンドラダンサーズ【ダンス】

14：00〜 Mari&Rina【ヴォーカル＆キーボード】

11:20〜 魁【鳴子踊り】

14:40〜 オカリナシスターズ【オカリナ演奏】

映 画
「怪盗グルーの
ミニオン大脱走」

（字幕付） 大ホール
1回目

401・402研修室
（C）
2016 NKW 製作委員会

13:00〜14:30

持 っ て き て ね !!

資源
回収
3

2回目

12:30〜14:00

（C）
2017 Universal Studios. ALL RIGHTS RESERVED

シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー

牛乳パック・使用済み切手・書き損じ
ハガキ・ベルマーク・プリペイドカード・
ペットボトルキャップ
各該当コーナーにて回収
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呈茶券の
配布

終了

★無くなり次第

総合文化センター 1階展示ギャラリー
付近において配布します。
配布時間

10:00／11:00／12:00／13:00

法人設立50周年記念式典及び記念講演会
刈谷市社会福祉協議会は、平成30年12月25日㈫に法人設立50周年を迎えます。
そこで、法人設立50周年記念式典を開催し、本会の活動に長きにわたりご尽力いた
だき、社会福祉の増進に寄与された皆さまの表彰を行います。また、記念式典終了
後に記念講演会を行います。

● 法人設立50周年記念式典
開催日：平成31年２月16日㈯
小ホール

会

場：刈谷市総合文化センター

内

容：社会福祉法人刈谷市社会福祉協議会
法人設立50周年記念顕彰、「ふくし
写真コンクール」の最優秀賞及び優
秀賞の表彰など

法人設立20周年記念式典の様子

「ふくし写真コンクール」は、10月31日㈬までが作品の
応募期間です！
募集の詳細については、刈谷市社協だより７月号
（No.125）
または本会ホームページをご覧ください。

じゅんじ

● 法人設立50周年記念講演会
いながわ

じゅんじ

講

師：稲 川

淳 二 氏（タレント）

演

題：
「命、大切に、思うこと」

開催日：平成31年２月16日㈯
会

記念式典終了後

場：刈谷市総合文化センター

小ホール

その他：時期が近づきましたら、本会ホームページ
などでご案内します。

詳しくは、法人設立50周年記念事業実行委員会事務局（TEL29-0888）へ
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成年後見制度講演会を開催します

あなた・家族を守る成年後見制度
〜一緒に考えてみませんか？今のこと・将来のこと〜

「難しい」と思われがちな成年後見制度。
近年、成年後見人による不正のニュースを耳に
することもあり、消極的に考えられているかもし
れません。

講師
刈谷市成年後見支援センター
顧問弁護士

中村

日

時

圭佑 氏

今回の講演会では、成年後見制度を「易しく・
簡単」にお話しすることで、制度の仕組みや正し
い役割を分かりやすくお伝えします。

12月１日（土）午後１時30分

受付開始

（午後2時開演、午後4時終了予定）

会

場

刈谷市総合文化センター 401・402研修室
（刈谷市若松町2丁目104番地

刈谷駅南口より徒歩3分）

入場無料
先着120名
（予約制）

対

象

刈谷市内在住、在勤の人

申

込

10月4日㈭から11月22日㈭までに氏名（フリガナ）、電話番号を、直接または
電話（23‑6954）、FAX（25-2498）により刈谷市成年後見支援センターへお申
し込みください。

〜講演会の流れ〜

【第１部

成年後見制度とは？】

・制度説明 ・利用までの流れ
・費用はどのくらい？ ・誰が後見人になれるの？

【第２部

こんな時に使える成年後見制度】

・いつ、どんなタイミングで制度の利用を考えたらいいの？
−具体例を交えて−

詳しくは、成年後見支援センター（TEL23-6954）へ
5

★手話通訳
あります
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刈谷市の赤い羽根共同募金
市民の皆さま一人ひとりの優しさ、温かさにより集まりました
募金は、刈谷市の社会福祉事業に活用させていただきました。
皆さまのご協力を心よりお礼申し上げます。
今年度も10月１日から、全国一斉に赤い羽根をシンボルと
して共同募金運動が始まります。
本年も住み良い地域づくり推進のため、益々のご理解とご
協力をお願いします。

皆さまからお寄せいただいた
募金は、次のように役立てさせ
ていただきます。

全県域の福祉及び
共同募金運動推進
のために,
19.4%

高齢者のために,
33.4%

ご協力ありがとうございました。

平成29年度実績額：

19,179,404円

歳末
たすけあい
のために,
31.9%

障害者の
ために,
6.1%

地域福祉推進のために, 2.8%

子どもたちの
ために, 6.4%

◇高齢者のために

◇地域福祉推進のために

◇障害者のために

◇歳末たすけあいのために

◇子どもたちのために

◇全県域の福祉及び共同募金運動推進のために

……………………６，４０６，１８１円
〇敬老会事業の援助等
……………………１，１７２，１１６円
〇出張理美容費助成事業等
……………………１，２３１，０００円
〇母子家庭、父子家庭への新入学祝品等

…………………………５４５，０００円
〇災害援助活動等
……………………６，１１８，１０７円
〇ねたきり高齢者等への見舞金等
……………………３，７０７，０００円
〇県内社会福祉施設の整備、PR活動等

お知らせ
10月17日㈬から28日㈰まで、刈谷ハイウェイオアシス
セントラルプラザ２階多目的ホールに、赤い羽根協賛
児童生徒作品コンクール入選作品を展示します。
お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

詳しくは、刈谷市共同募金委員会事務局（TEL29−0888）へ
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災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催しました！

高齢者交流プラザ

TEL２３－０５５５
一ツ木福祉センター

TEL２５－２０２１
刈谷市役所くらし安心課

TEL６２－１０１０

年４月

年７月

30

日）

（敬称略・順不同）

日～平成

29

31

伊藤浩子、岡田京、小木曽初美、
佐古しづ子、杉浦あけみ、大笹
薫、㈱ニッショー刈谷支店、㈱
光アート、刈谷北高校、小垣江
市民センター、東刈谷市民セン
ター、富士松市民センター、北
部市民センター、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

【書き損じはがき】

石川倍代、伊藤房代、小木曽初
美、川上吉子、三松鉦代、重田
ちづ子、島ちとせ、白井進、園
田亜由美、立松直子、田辺克彦、
柘植君子、彦坂スエ、三浦俊正、
水野恭子、山口秋次、山中文子、
㈲アクティブラン、
刈急運輸㈱、
㐂泉、茶華道教室矢田社中莟会、
㈱サンメタル、早川孝昭事務所、
みどりの会、
レディース・スズ、
双葉小学校、小垣江市民センタ
ー、東刈谷市民センター、刈谷
市役所
整理ボランティア：一起会、Ｎ
ＴＴ・ＯＢ・刈谷始月会

【ベルマーク】

三松鉦代、田辺克彦、花井とし
子、 三 浦 俊 正、 ㈱ サ ン メ タ ル、
㈱デンソー、デンソーグループ
ハートフルクラブ、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】

民センター、刈谷市役所
整理ボランティア：一起会

30

ご寄附ありがとうございます

（期間：平成

【善意の寄附】

岩 渕 道 久、 ㈱ サ ン メ タ ル、（一
社）全国肢体不自由児・者父母
の会連合会、㈱トッププランニ
ング、藤久運輸倉庫㈱

【使用済み切手】

石川岩男、伊藤幸雄、伊藤ミホ
子、内田つた子、岡田京、岡部
崇 生、 小 木 曽 初 美、 桶 谷 佳 子、
上中敬三、川上吉子、酒井彰仁、
榊原美奈子、佐古しづ子、三松
鉦 代、 重 田 ち づ 子、 新 海 友 子、
杉浦あけみ、園田亜由美、高木
栄子、田辺克彦、柘植君子、遠
山邦雄、富岡知子、花井とし子、
星野由美、丸山佐智、三浦俊正、
水野恭子、山口秋次、山中文子、
㈲アクティブラン、井戸君工業
㈱、 ㈱ 神 谷 金 型、 刈 急 運 輸 ㈱、
刈谷病院、クリーニングのオオ
シマ、茶華道教室矢田社中莟会、
㈱サンメタル、西三チタニウム、
第一生命保険㈱刈谷中央営業オ
フィス、㈲太陽工業、立松商会、
㈲都築食品加工、㈱ツルタ製作
所、デイサービスセンターだい
ふく、手嶋学税理士事務所、㈱
デンソー、デンソーグループハ
ートフルクラブ、㈱東陽、㈱ニ
ッショー刈谷支店、日設工業㈱、
早 川 孝 昭 事 務 所、 ㈱ 光 ア ー ト、
平野建設㈱、みどりの会、明治
安田生命刈谷駅前営業所、㈱モ
リタ刈谷営業所、ゆうあいの会、
小垣江市民センター、富士松市
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〈講座の様子〉コーディネート体験

災害時のボランティア活動を支援する「災害ボランティアセ
ンター」の運営に協力し、ボランティアと被災者とを引き合わ
せる人が『災害ボランティアコーディネーター』です。
刈谷市では、7月21日㈯、22日㈰の2日間、刈谷市民ボラン
ティア活動センターにおいて「災害ボランティアコーディネー
ター養成講座」を開催し、コーディネーターに必要な知識の習
得や模擬的なボランティアコーディネートの体験をしました。
今年度は、26名の修了者をコーディネーターとして養成す
ることができました。

詳しくは、事業推進課事業係（ＴＥＬ62-6676）へ

ひまわりが守る

刈谷市では、見守りの担い手の裾野を広げるため、刈谷警察署の発案のもと、
「ひまわりが守る」運
動を行っています。
これは、日ごろ皆さんが行っているウォーキングや花の水やりの合間に、子どもたちの登下校を見
守るなどの地域での見守りを強化する運動で、市民の皆さま誰もが参加できます。
下記の施設に設置している申込用紙に記名していただくと、写真のリストバンドをお渡しします。
皆さんもこのバンドをつけて、運動に参加してみませんか。
申込み・問合せ

詳しくは、各問合せ先へ

「かりや出前講座」
のご案内
刈谷市が行っている「かりや出前講座」では、福祉に関するさまざまな講座を開設し、
本会職員も講師として出張しています。各種メニューを取り揃えておりますので、ぜひご
活用ください。
講座名

内容

問合せ先

社会福祉協議会って何だろう

社会福祉協議会の組織、事業内容、活動等の説明

総務課（TEL29-0888）

みんなでつくる住みよい地域！
地区社協について

地区社会福祉協議会とは何か、活動内容の説明

生活支援課（TEL23-1600）

成年後見制度

成年後見制度の説明

生活支援課（TEL23-1600）

介護の仕方

ホームヘルパーによる在宅介護の方法やコツなどの実技指導

訪問介護事業所（TEL27-5415）

「はつらつサポーター」ってなに？
ようこそ高齢者福祉センター
（ひまわり）
へ
ようこそ一ツ木福祉センターへ
ようこそ心身障害者福祉センターへ

介護予防や健康増進を目的とした事業「はつらつサポーター」
高齢者交流プラザ（TEL23-0555）
の説明
高齢者交流プラザ（TEL23-0555）

施設見学、利用方法、講座等の説明

一ツ木福祉センター（TEL25-2021）

「くすのき園」
「すぎな作業所」「心身障害者福祉会館」の３つ
くすのき園（TEL28-5441）
の施設紹介と障害を持っている人々への理解を深める

ようこそ身体障害者デイサービスセンター 「身体障害者デイサービスたんぽぽ」の施設紹介と障害を持っ 身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ
たんぽぽへ
ている人々への理解を深める
（TEL62-8557）
ようこそ老人デイサービスセンター
たんぽぽへ
ようこそ老人デイサービスセンター
ひまわりへ

老人デイサービスセンターたんぽぽ
（TEL62-8557）

施設見学と利用方法の説明

老人デイサービスセンターひまわり
（TEL23-2010）

詳しくは、各問合せ先または、刈谷市生涯学習課（TEL62-1036）へ

ボ ラ ン テ

イ

ア

の

芽

刈谷アレルギー児の会

刈谷アレルギー児の会は2010年11月に、子供のアレルギーで悩む母親２人が、ＮＰＯ法人アレル
ギー支援ネットワーク主催の「アレルギー大学（食物アレルギーを体系的に学ぶ講座）
」で知り合
ったことをきっかけにスタートしました。アレルギー支援ネットワークのスタッフの協力のもとに、
アレルギー児を持つ親の相談、学習、情報交換、健全育成に関する活動などを行っています。
現在は、奇数月に刈谷市民ボランティア活動センターを拠点に活動しています。特に、学校給食、
防災対策について話し合っています。悩みや不安を抱えておられる方々と気持ちを共有し、共に考
える場の提供ができればと考えています。

交流会の様子

作成した防災ポーチ

詳しくは、事業推進課事業係（TEL62-6676）へ
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