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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ひまわり内） 検索は
「刈谷市社協」
●Eメールアドレス▶ syakyo@kariyashi.jp
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ャでつなぐ、
チ
ッ
みん なの 絆
ボ
きず

な

チャ
ッ
ボ
ュー
ビ
デ
！
ら今
な
する2 ページへ

も く じ
◆目指せ！ボッチャの盛んなまち刈谷！･･････････2

◆ご寄付ありがとうございます･･････････････････5

◆成人を祝う会を開催しました！････････････････2

◆こんにちは！地区社協です♪･･････････････････6

◆福祉のまちづくりを進めるために･･････････････3

◆ボランティアの芽････････････････････････････6

◆福祉施設の運営･･････････････････････････････4

◆ホームヘルパー募集中････････････････････････7

◆令和４年度の行事予定････････････････････････4

◆公式インスタグラムはじめました！････････････8

◆ボランティア保険をご存知ですか？････････････5

1

刈谷市社協だより №140

2022.4.1
この機関紙は会費を活用して発行しています。

目指せ！ボッチャの盛んなまち刈谷！
詳細はこちら!!

できますボッチャ ～第４回

刈谷市民交流ボッチャ大会～

令和５年１月14日㈯、15日㈰に心身障害者福祉会館にて予選会、
令和５年２月11日㈯にウィングアリーナにて決勝大会を開催します。
試合申込みは後日HPでご確認ください。

貸しますボッチャ

～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…」という人、

社協でレンタルサービスを実施しています。ルールブック付き！

行きますボッチャ ～出張ボッチャ体験会～
ボッチャを教えてほしい、子どもやお年寄りに体験してもらいたい、
審判をやってほしい等ありましたらご相談ください。

詳しくは、事業推進課事業係（TEL62-6676、FAX25-2566）へ

成人を祝う会を開催しました！
くすのき園
ひがし

東

けいた

佳汰さん

すぎな作業所
おかざき ま な ゆ

岡﨑 愛由さん

日時

１月14日㈮

場所

心身障害者福祉会館

午前10時40分～午前11時20分

内容 く
 すのき園、すぎな作業所の利用者2人が成人を迎えられました。厳かな雰囲気の中、保護
者、利用者、職員で成人のお祝いをしました。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小して実施しました。

詳しくは、身体障害者デイサービスセンターたんぽぽ（TEL62-8557、FAX21-9557）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から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等を開催しています。

◆寄付金の受け入れ

高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉、ボランティアの育成、
「広く福祉のために役立ててほしい」等、ご寄付いただ
いた目的に沿って活用します。

◆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（市からの受託）

亀城及び衣浦小学校区の高齢者に対して、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、家庭を訪問して高齢者や障害者の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（市からの受託）

判断能力が不十分な人の権利を擁護するため、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう
成年後見制度の利用に関する相談や手続き支援等を行います。

◆車椅子の貸出

市内に住所があり病気やケガ等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等が通院・旅行等で外出する際に、車椅子移送車を貸し出しま
す（原則３日以内）
。

◆日常生活自立支援事業（県社協からの受託）

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で日常生活の判断に不安がある人に対し、福祉サービスの利用手続き、日
常的金銭管理、書類管理等の支援を行います。

◆出張理美容費助成

外出が困難な在宅のねたきり高齢者及び重度の肢体不自由者（児）を対象に、自宅でのサービスを受けられる「出張
理美容費助成券」を交付し、本人及びその介護にあたっている家族を支援します。

詳しくは、総務課（TEL29-0888、FAX27-0678）へ
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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 28-5441

FAX 25-8496

市社会福祉協議会は、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
住所

下重原町3－32

TEL 23-1400

FAX 23-2410

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 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
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 せた就労継続支援、生活介護支援を提供することにより、利
よう支援することを目的としています。
用者が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
住所

下重原町3－32

TEL 24-6066

FAX 25-8495

✿ 身体障害者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

FAX 21-9557

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、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。

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、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

✿ 養護老人ホーム

在宅で介護等が必要な方を対象に、車いす対応の福祉車両等
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。

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。

✿ 高齢者交流プラザ

✿ 一ツ木福祉センター

住所

下重原町3－120

住所

下重原町3－120

TEL 23-2010

TEL 23-0555

FAX 23-2437

FAX 25-2566

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。

住所

住所

下重原町3－120

一ツ木町4－40－3

TEL 21-3478

TEL 25-2021

FAX 25-2566

FAX 25-2031

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。

詳しくは、各施設または総務課（TEL29-0888、FAX27-0678）へ

令和４年度の行事予定
６月

●刈谷市いきいきクラブゲートボール
大会（2日）

●災害ボランティアコーディネーター
養成講座（21日）
●青少年ボランティア福祉体験学習
月
●“世界寺子屋運動”
名古屋実行委員会訪問

12

●歳末たすけあい運動（1日～31日）
●ふれあい交流会（未定）
月 ●一ツ木福祉センタークリスマス会（未定）
●刈谷市社会福祉教育指定校研修会
（未定）

７

８月

●青少年ボランティア福祉体験学習

●ふれあいの里夏まつり（3日）
月 ●ひまわりフェスタ（19日）
●数え100歳訪問

９
10

●赤い羽根共同募金運動開始
（1日～3月31日）
月 ●福祉・健康フェスティバル2022
（16日）

11 月

●金婚を祝う会（18日）

●日程は変更になることが
あります。

１月

●二十歳を祝う会（13日）
●ボッチャ大会予選会（14日、15日）

●社協会員募集（1日～3月上旬）
●ボッチャ大会決勝（11日）
●「世界寺子屋運動KARIYA」
月
書き損じはがき回収運動強調月間
●福祉ふれあいフェスティバル
inシャインズ（中旬～下旬）

２

3月

●心身障害者市民講座作品展
（15日～17日）

詳しくは、刈谷市共同募金委員会事務局（TEL29-0888、FAX27-0678）へ
詳しくは、総務課（TEL29-0888、FAX27-0678）へ
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ボランティア保険をご存知ですか？
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います。
ご加入の際は、保険料を持参のうえ、センター窓口までお越しください。
※保険料はお釣りの無いようにお持ちください。

○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

500円

400円

500円

800円

○ボランティア行事用保険

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

当日参加型行事
Ａ行事限定

30円

128円

251円

30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

223円

273円

279円

331円

337円

343円

※宿泊行事については、加入者名簿（センター窓口で配付）の添付が必要です。
その他に、福祉ふれあい活動総合補償（在宅福祉サービス総合保険、移送サービス保険、
デイサービス保険）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
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ご寄付ありがとうございます

︵令和

【善意の寄付】

モアーヌクレストサロン
BELL、友楽不動産、㈲
落合鉄工所、㈲太陽工業
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【使用済みプリペイドカード】
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㈱ サ ン メ タ ル、（公 社） 刈
谷法人会刈谷支部

【使用済み切手】

桶谷佳子、神谷弥生、㈱サ
岩瀬浩子、太田靖子、小川
ンメタル、㈱田口金物店
由幸、桶谷佳子、上岡陽子、
【ベルマーク】
神谷弥生、川上吉子、河出
光 久、 久 米 忠、 酒 井 彰 仁、 井埜絹ヱ、太田靖子、神谷
弥生、竹内紀子、田中千鶴、
高須昭子、竹内紀子、田中
千鶴、柘植君子、都築祐子、 玉利英士、柘植君子、西川
よしみ、藤田理恵、宮川富
富岡知子、外山栄子、西川
枝、森一江、山口秋次、㈱
よしみ、深谷郁衛、藤田理
恵、 三 谷 恵 子、 山 口 秋 次、 サンメタル、㈱田口金物店、
高次脳機能障害者・家族を
アイジーエヴァース㈱、ガ
支援する会「サークル虹」、
ールスカウト愛知県第９０
そば新、中央プランテック
団、㈱ＥｃｏＴｅｃ、㈱小
垣江鉄工所、㈱サンメタル、 ㈱、マジックス・キッチン
㈱田口金物店、㈱ツルタ製
【書き損じはがき】
作所、㈱天宝、㈱東陽、㈱
安藤祥子、岡本眞幸、加藤
日本スチールチェイン製作
朗、 神 谷 弥 生、 川 上 吉 子、
所、刈急運輸㈱、高次脳機
河出光久、佐多ミドリ、田
能障害者・家族を支援する
中千鶴、外山栄子、増子恵
会「サ ー ク ル 虹」、 三 機 工
子、薮田ヨシ子、かきつば
業㈱三河支店、西三チタニ
ウム、中央プランテック㈱、 た歯科、㈱サンメタル、小
日 設 工 業 ㈱、 早 川 建 設 ㈱、 高原小学校、刈谷南中学校
平 野 建 設 ㈱、 み ど り の 会、
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こんにちは！地区社協です♪
自分が住んでいるまちの課題を自分たちで解決できるよう、ニーズに合わせた様々な活動をして
いる組織です。刈谷市では、市を北中南の３つのエリアに分けて地区社協が設立されています。
また、より細かいエリアごとに設立された福祉委員会が、地区社協を構成している地区もあり
ます。

活動紹介

―中部地区社協 桜区福祉協議会―

桜区福祉協議会では、毎月第３木曜日に桜市民館で「いき
いき100歳体操」を行っています。どなたでもお越しいただけ
ますので、ぜひご参加ください。
また、令和２年度にはボランティア部を新設し、自分のスキ
マ時間にできる範囲でボランティアできる体制を整えました。

もっと活動を知りたい
人は地区社協ブログへ♪

北部
地区社協

支援

体操の様子

刈谷市

ボランティア部の様子

中部
地区社協

支 援
連携

南部
地区社協

支援
刈谷市
社会福祉協議会

詳しくは、生活支援課相談支援係（TEL23-1600、FAX25-2498）へ

ボ ラ ン テ
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リトルハウス（よさみプレーパーク/ちいさなお庭）

「子どもは遊びを通じて自ら育つ力を持っている」をモットーに、子どもたちが自分の意志で遊
び、過ごすことのできる遊び場づくりを行っています。
特に決まったプログラムはありませんし、こちらから遊びの提供をすることもありません。子ど
もが“やってみたい”と思ったこと全てが遊びになります。コマ回し、かけっこ、穴掘り、読書、楽
器演奏、木陰でのんびり読書…。今はコロナ禍の為できることに限りもありますが、その場その場
でできること、楽しいことを見つけていきましょう♪
支援団体という感覚ではなく、みんなで地域の中に遊び場を作るといった感じでやっています。
ぜひ一度遊びに来て下さいね。

活動場所：フローラルガーデンよさみ
開催日時：「よさみプレーパーク」不定期休日 午前10時～午後４時（月に１回程度）
「ち い さ な お 庭」毎週木曜日 午前10時～午後２時

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 №140
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～ホームヘルパー（臨 時 職 員）募 集中～
一緒に働いていただける方を募集しています！
どんな仕事？

貸与物品はあるの？
【被服】
訪問時に着るポロシャツ・防寒着
エプロン・入浴着
【その他物品】
名札・手袋・記録用のスマートフォン
非接触型の体温計・フェイスシールド
手指消毒液・簡易スリッパ等活動に必
要なもの

『社協で働くヘルパーの声』
自分の都合に合わせて働く時間を決
められてありがたい。（勤続20年）
体調が悪い時などは配慮して仕事を
組んでくれる。（勤続10年）

時給：有資格者
その他手当等

介護等支援を必要としている高齢者・
障害のある人等の家庭を訪問します。
自立した生活を送るように目指した
り、今できることを維持できるように支
援します。
また、その人らしい充実した生活を送
ることができるようにサービスを提供し
ます。
※介護職員初任者研修修了者以上の資格
が必要です。

※申込みは電話にて

時給や待遇は？

1,294円～（昇給制度有）

活動手当 １件200円
時間外・休日割増 時給の25％増
年末年始割増 時給の35％増
有給休暇等や賞与（支給条件あり）

勤務日や勤務時間は？
勤務日や勤務時間は要相談
（早朝や夕刻に勤務できる人大歓迎！）
仕事は自宅から直行直帰です！
空いている時間・短時間OK ！！

申込み後必要なものは？
申込みは電話にてお願いします。
担当者より改めて面談日時をお伝えしま
す。
面談時に履歴書と資格証・筆記具をご持参
ください。
まずはお気軽にお電話ください。
0566-27-5415（訪問介護事業所）

います！

もして
こんな研修

間隔と換気等
感染症対策を講じ
実施しています

いろいろ手厚く教えてもらえ、安心
して働くことができる。（勤続３年）
一人で訪問するけれど、何かあった
らすぐに事務所に連絡し、対応して
もらえるので安心。（勤続６か月）

先輩ヘルパーが
同行して親切丁寧に
サポートします！

ロコモティブシンドローム

〜介護を必要としない体力づくり〜

少しでも気になれば
お気軽にお電話を！

詳しくは、訪問介護事業所（TEL27-5415、FAX25-2498）へ
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刈谷市社会福祉協議会
公式インスタグラム

▲
穴を開ける際に
ご活用ください。

はじめました！

市の地域福祉に関心を持ってもらえるように、地域サロンの様子
やボランティア活動、各種講座やイベントの募集情報を定期的にご
紹介します♪

Follow me!

QRコードを読み取ってね

#刈谷市社協
https://www.instagram.com/kariya_shakyo/
詳しくは、総務課へ（TEL 29-0888、FAX 27-0678）
刈谷市社協だより №140
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