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法人設立50周年記念式典及び記念講演会を開催しました
２月16日㈯に、法人設立50周年記念式典及び記念講演会を開催し、来賓、被顕彰者あわせて221人が
出席しました。
また、永年にわたり地域福祉の推進に尽力した皆さまや、ふくし写真コンクールで入賞された皆さま、
あわせて31人、13団体が表彰されましたので、ご紹介します。
（順不同・敬称略）

功労表彰（４人）
氏名

野村
澤田
鈴木
久米

重彦
明慶
基
克己

功績の内容

永年刈谷市社会福祉協議会会長として
永年刈谷市社会福祉協議会会長として
永年刈谷市社会福祉協議会副会長として
永年刈谷市社会福祉協議会副会長として

会長表彰（９人）
氏名
加藤 由美子
三輪 文子
越間 幸子
中野 カズヨ
鈴木 仁志
近藤 喜久雄
坂田 勇二
加藤 哲也
野々山 正博

功績の内容
永年民生委員・児童委員として
永年民生委員・児童委員として
永年民生委員・児童委員として
永年民生委員・児童委員として
永年保護司として
永年保護司として
永年保護司として
永年保護司として
永年保護司として

代表登壇者（野村重彦様）

代表登壇者（鈴木仁志様）

会長感謝（１５人、１３団体）
氏名
石原 テル子
水谷 さわ子
矢野 澄代
鈴木 和江
岩井 邦子
加藤 祐子
粂 友實
酒井 庸行
市川 晶也
永見 淳
小嶋 今興
角岡 克宏
笠松 信子
伊藤 佳代子

一般社団法人 全国肢体不自由児・
者父母の会連合会
アピタ刈谷店
東境同志会
株式会社 サンメタル
車体協和会
豊田自動織機労働組合
刈谷ライオンズクラブ

功績の内容
多年民生委員・児童委員として
多年民生委員・児童委員として
多年民生委員・児童委員として
多年民生委員・児童委員として
多年民生委員・児童委員として
多年民生委員・児童委員として
多年保護司として
多年保護司として
多年保護司として
多年保護司として
多年保護司として
多年保護司として
多年刈谷市赤十字奉仕団員として
多年刈谷市赤十字奉仕団員として
多年寄付として
多年寄付として
多年寄付として
多年寄付として
多年寄付として
多年寄付として
その他の功績として

代表登壇者（石原テル子様）

代表登壇者（アピタ刈谷店様）

代表登壇者（刈谷ライオンズクラブ様）
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氏名

功績の内容

公益社団法人
橋本

刈谷法人会刈谷支部女性部会

銚子

その他の功績として
その他の功績として

刈谷市ボランティア連絡協議会

その他の功績として

スマイルの会

その他の功績として

スマイルの会

ひまわり

その他の功績として

スマイルの会

たんぽぽ

その他の功績として

あじさいグループ

その他の功績として

ふくし写真コンクール入賞（３人）
氏名

作品名

賞の内容

柴田

洋児

「はい！タッチ！」

最優秀賞

大口

鈸夫

「これ

優秀賞

田井中

道夫

どうぞ！！」

「車イス試乗中」

ふくし写真コンクール入賞者作品の展示

オープニングアトラクション

三味線演奏

優秀賞

登壇者３人

社協５０年史の展示

講演会の様子（講師

稲川淳二 氏）

地域の皆さま、関係団体の皆さまのおかげをもちまして、刈谷市社会福祉協議会は、平成30年度
に法人設立50周年の節目を迎えることができました。改めて御礼申し上げます。
これからも地域の絆を深めていくよう努めてまいりますので、皆さまのより一層のご支援、ご協力
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

詳しくは、総務課（TEL29-0888、FAX27-0678）へ
3
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平成31年度の行事予定
５月

●刈谷市いきいきクラブゲートボール大会
（30日）
●ふれあいの里運動会（24日）

11 月

６月

●いきいきフェスタ（未定）

12

●災害ボランティアコーディネーター
養成講座（24日、25日）
月 ●青少年ボランティア福祉体験学習
●“世界寺子屋運動”
名古屋実行委員会
訪問（未定）

７

８月

●ふれあいの里夏まつり（24日）
●青少年ボランティア福祉体験学習

９月

●ひまわりフェスタ（16日）
●数え100歳訪問

10

●赤い羽根共同募金運動開始（１日～
12月31日）
月
●福祉・健康フェスティバル2019
（20日）

●金婚を祝う会（22日）

●歳末たすけあい運動（１日～31日）
●もちつき大会（未定）
（一ツ木福祉センター）
月 ●クリスマス会（未定）（一ツ木福祉センター）
●ふれあい交流会（13日）

１月

●成人を祝う会（17日）

●社協会員募集（１日～３月上旬）
●「世界寺子屋運動KARIYA」書き損
じはがき回収運動強調月間
●社会福祉教育指定校研修会（未定）
月
●福祉講演会（未定）
●福祉ふれあいフェスティバルinシャ
インズ（未定）

２

3月

●心身障害者市民講座作品展（10日～
12日）

詳しくは、総務課（TEL29-0888、FAX27-0678）へ

平成３１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、エプロンやトートバッグなど心を
込めて製作したものばかりです。ぜひ一度足をお運びください。
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がありますので、あらか

すぎな作業所
フェイスブックは
こちら↑

じめご了承ください。
開催日

イベント

場

所

６月２日

あったかハートまつり

刈谷病院

８ 月24日

ふれあいの里夏まつり

しげはら園グラウンド

９ 月16日

ひまわりフェスタ

高齢者福祉センター（ひまわり）

10月20日

福祉・健康フェスティバル

刈谷市総合文化センター

11月 ２ 日

産業まつり

刈谷市産業振興センター

未定

ショッキフェスタ

未定

未定

農業まつり

JAあいち中央刈谷営農センター

未定

エルシティ即売会

エルシティ

詳しくは、すぎな作業所（TEL23-1400、FAX23-2410）へ
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新事業の紹介
刈谷市社協は

「ボッチャ」

を通して障害者スポーツを普及・啓発します！

ボッチャとは？

ジャックボール（目標球）と呼ばれる白いボー
ルに、赤・青のそれぞれ６球ずつのボールをいか
に近づけるかを競うスポーツです。
カーリングのように、相手のボールを弾いたり
して、自分が優位に立てるように位置取りをして
いきますが、的を弾いて移動させることができる
ため、カーリングとは一味違う戦略、魅力がある
競技です。
出展元：公益財団法人
日本障がい者スポーツ協会
「かんたん！ボッチャガイド」

こんなことを始めます

1

ボッチャセット
無料レンタルサービス

ボッチャをやってみたくて
も道具が……という方でも

出張ボッチャ体験会

ボッチャを教えてほしい、
子どもに体験させたい、
審判をやってほしい…

大丈夫★
簡単なルールが記載された

冊子を添えて、上限３週間
のセット貸し出しサービス
が始まります。まずは下記までご連絡ください。
レッツ ボッチャ！

告知

2

そんな声があれば出張
体験会を行います！
お気軽にご相談ください。
社協職員との対戦も随時受付中！

第１回

社協ボッチャ大会
開催プロジェクト推進中！

上記のサービスを使って感覚をつかんでおこう！

初代チャンピオンはアナタかも？？

詳しくは、事業推進課事業係（TEL62‑6676、FAX25‑2566）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（下肢障害または体幹障害）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寝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
✿くすのき園
住所

下重原町3－32

TEL

刈谷市社会福祉協議会は、刈谷市から指定管理者の
指定を受け、次の施設を運営しています。
✿ すぎな作業所

28-5441

住所

下重原町3－32

TEL

23-1400

地域で暮らす障害のある人を対象に必要な生活介護支援を提供し、利用
者一人ひとりが安心して楽しく日中生活を送れるよう支援することを目
的としています。

地域で暮らす障害のある人を対象として一人ひとりに合わせた就労支援、
生活支援を提供することにより、自分の力を発揮して、豊かな生活を送
ることを目的としています。

✿ 心身障害者福祉会館

✿ 身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ

住所

下重原町3－32

TEL

24-6066

住所

野田町西田78-2

TEL

62-8557

心身障害者を対象に各種の相談に応じると共に、健康増進、教養の向上、 在宅の重度の身体障害者及び知的と身体の障害が重複する人を対象に各
社会との交流の促進及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与 種のサービスを提供することにより、社会的孤独感の解消、自立の促進、
し、心身障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。
生活の改善、身体機能の維持向上等を図り、あわせて障害者福祉の増進
を図ることを目的としています。

✿ 老人デイサービスセンター ひまわり
住所

下重原町3－120

TEL

23-2010

✿ 老人デイサービスセンター たんぽぽ
住所

野田町西田78-2

TEL

62-8557

在宅で要支援または要介護と認められた通所可能な人を対象に専用車などで送迎を行い、入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供します。
利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、介護者の身体的負担や精神的負担を軽減することを目的としています。

✿ 高齢者交流プラザ
住所

下重原町3－120

TEL

✿ 養護老人ホーム

23-0555

住所

高齢者に対象に健康保持、教養の向上及びレクリエーションの場を提供
し、心身の健康を図ることを目的としています。

✿ 一ツ木福祉センター
住所

一ツ木町4-40-3

TEL

25-2021

高齢者を対象とした「いきいきプラザ」と一般児童を対象とした「一ツ
木児童館」の２施設で構成する複合施設です。

下重原町3－120

TEL

詳しくは、ホームページを
ご覧ください。

（敬称略・順不同）
31

（平成 年 月１日～

平成 年１月 日）

市、㈱まるぜん、モアーヌクレスト
サロンBELL、ゆうあいの会、Ｎ
ＰＯ法人ラルあゆみ、刈谷市美術館
整理ボランティア：一起会

【使用済みプリペイドカード】

31

ご寄附 ありがとうございます

【善意の寄附】

石 見 神 楽 実 行 委 員 会、 車 体 協 和 会、
（一 社） 全 国 肢 体 不 自 由 児・ 者 父 母
の会連合会、第一生命労働組合豊田
営業職支部

桶谷佳子、加藤峯雄、三松鉦代
整理ボランティア：一起会

2019.4.1

【ベルマーク】

飯田七生、池原千代子、今泉美佐子、
上靖子、桶谷佳子、笠松信子、加藤
トモ子、加藤峯雄、神谷潤子、川上
吉子、久野麻紀、鈴木はる美、竹内
紀子、塚崎幸江、柘植君子、常西勝彦、
西田さおり、野村巧、原献吉、原田
佳代子、三松鉦代、横山保世、小垣
江 ボランティアかもめ、クリーニン
グのオオシマ、中央プランテック㈱、
モ ア ー ヌ ク レ ス ト サ ロン Ｂ Ｅ Ｌ Ｌ、
ゆずの会、㈲レディース・スズ
整 理 ボ ラ ン テ ィ ア： 一 起 会、 Ｎ Ｔ
Ｔ・ＯＢ・刈谷始月会

【書き損じはがき】

安藤円、飯田七生、池原千代子、稲
垣良彦、今泉美佐子、笠松信子、加
藤朗、佐多ミドリ、鈴木ヒロミ、竹
内紀子、田崎国夫、早川弘江、刈谷
南中学校
整理ボランティア：国際協力ボラン
ティア寺子屋
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【使用済み切手】

飯田七生、伊藤京子、稲田豊、今泉
美佐子、上靖子、桶谷佳子、笠松信
子、加藤トモ子、上中敬三、鹿山義
夫、川上吉子、久米敏江、近藤悦子、
酒井彰仁、榊原美奈子、佐々木和善、
杉浦欣子、鈴木はる美、鈴木ヒロミ、
竹内紀子、柘植君子、野村巧、早川
弘江、原献吉、原田佳代子、平野晴
美、横山保世、秋田工業㈱、NPO
法 人 ア ン ジ ェ ラ、 ㈱ 出 雲 殿 互 助 会、
㈱エス・エヌ・ビー、小垣江ボラン
ティアかもめ、㈲落合鉄工所、貝沼
社労士事務所、㈱神谷金型、刈急運
輸 ㈱、 キ ク チ コ ー ル ド ヘ ッ タ ー ㈱、
クリーニングのオオシマ、高次脳機
能障害者家族を支援する会「サーク
ル虹」、幸の会、㈲佐藤鉄工、（公社）
スペシャルオリンピックス日本･愛
知、㈲太陽工業、竹甚商店、中央プ
ランテック㈱、㈱ツルタ製作所、㈱
天 宝、 ㈱ デ ン ソ ー、 ㈱ 東 陽、 中 野
MONOテ ク ノ ロ ジ ー ㈱、 ㈱ 長 坂、
日設工業㈱、㈱日本スチールチェイ
ン製作所、日本通運㈱三河支店、広
瀬クリニック、フードショップ八百
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環境上の理由及び経済的な理由により居宅で生活することが困難な人が
入所できる施設です。入所者に対し生きがいのある生活、健康の保持、
環境の整備に努め、自主性を高め、地域社会とのふれあい交流を図るこ
とを目的としています。

30
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ボランティア保険をご存知ですか？
刈谷市社会福祉協議会ボランティアセンターでは、ボランティア活動中にケガをしたり他人にケガをさせ
てしまったりした事故を補償するために「ボランティア保険」の加入を受け付けております。
ご加入の際は、印鑑と保険料をご持参のうえ、センター窓口までお越しください。

○ボランティア活動保険

国内におけるボランティア活動に対する保険です。
被保険者

保険加入したボランティア個人（傷害事故・賠償事故ともに補償）またはボランティアの監
督義務者やNPO法人（賠償事故のみ補償）

補償期間

手続き完了日の翌日から加入した年度末まで有効です。

保険料
(1名につき)

基本Ａプラン 基本Ｂプラン 基本Ｃプラン 天災Ａプラン 天災Ｂプラン 天災Ｃプラン
250円

300円

○ボランティア行事用保険

350円

400円

500円

600円

国内において、ボランティア団体等が主催する行事に対する保険です。
被保険者

行事参加者（主催者、スタッフ以外の参加者は傷害事故のみ補償）

補償期間

行事開催期間（手続き完了日の翌日以降の行事開催日から補償）

日帰り行事
保険料

(1名1日につき)

宿泊行事
保険料

(1名につき)

Ａ行事

Ｂ行事

Ｃ行事

30円

135円

265円

1泊2日

2泊3日

3泊4日

4泊5日

5泊6日

6泊7日

251円

308円

314円

373円

379円

385円

※宿泊行事については、加入者名簿（センター窓口で配布）の添付が必要です。
その他に、福祉ふれあい活動総合補償という保険も受け付けています。

詳しくは、事業推進課

事業係（TEL62-6676、FAX25-2566）へ

ボ ラ ン テ

イ

ア

三河自立サポートグループ

の

芽

アクセル

私たちアクセルは2017年4月からスタート☆刈谷市を中心に自立生活運動を広げていくため、障
害のある当事者の仲間たちが集ったピアサポートグループです。
『人と人とがつながり、みんなが
住みやすい三河の街を創る!!』ということをビジョンに掲げ、障害のある当事者それぞれの『自己
選択・自己決定』を大切にしながら、語り合い、学び、社会を変えるために動き始めました。主な
活動として①ピアカウンセリング、②バリアフリープロジェクト、③イベント企画・運営、④ア
ピール活動などを行っています。地域の人たちに私たちの存在を知ってもらい、ともに社会を変え
ていく仲間を増やすため、寒い中でも活動中。他にも様々な団体とコラボしながら私たち障害当事
者への理解を広めています！
ともに活動してくれる仲間を大募集中です。

新年会の様子

イベントの様子

詳しくは、事業推進課事業係（TEL62-6676、FAX25-2566）へ
刈谷市社協だより №128

2019.4.1
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