
※上記は共同募金配分金で実施している事業の一部です。

あなたの町の募金は、
あなたの町のために使われています。

※上記は共同募金配分金で実施してい※上記は共同募金配分金で実施分金で実施施してしてい

募集期間　10月1日～12月31日
赤い羽根共同募金にご協力お願いします。
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この広報誌は、皆さんからの会費と赤い羽根共同募金の配分金によって作成しています。

社会福祉法人
幸田町社会福祉協議会
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日常生活に不安を抱えている認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、自分ひとり
で契約などの判断をすることが不安な人や、お金の出し入れ、書類の管理などをするのに不安の
ある人が安心して暮らせるお手伝いをします。

貸出器具に「ボッチャ」が仲間入りしました。
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、相手ボー
ルを弾いたりして、自分が優位に立てるよう位置取りをして
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。

1984年からパラリンピック正式競技として行われていますが、
近年では障害の有無に関わらず、老若男女、誰でも楽しむことがで
きるスポーツとして注目されています。
また、レクリエーション用具や車いす、テントなども貸出してい
ます。詳しくは社会福祉協議会ホームページでご確認いただくか直
接お問い合わせください。

場広のしくふ

銀行の貸金庫などで大切な書
類などを保管します
書類などの預かりサービス
《保管できるもの》
・年金証書
・預貯金通帳
・証書（保険証書、契約書など）
・実印、銀行印 など

【利用料金】月額250円

金銭管理や支払い、事務手続
きを代行します
日常的金銭管理サービス
・預貯金の出し入れ
・年金や福祉手当の受領に必
要な手続き
・病院への医療費の支払い手
続き
・税金や社会保険料、電気、
ガス、水道などの公共料金
の支払い手続き

【利用料金】１回1,200円 ※生活保護受給者は無料

福祉サービス利用のお手伝い
をします
福祉サービスの利用援助
・利用に関する相談や情報提供
・利用料の支払い手続き
・苦情解決制度の利用手続き

▶ 日常生活自立支援事業のご案内 ◀

▶ 器具貸出事業のご紹介 ◀
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いきいきサロンとは、概ね65歳以上の少人数（10人程度から）の参加者が自分の家から歩い
て行ける場所で、地域住民と参加者とが一緒に企画・運営していく楽しい仲間づくりの活動のこ
とを言います。サロンでは、お茶やお話、ゲーム、体操など地域によって活動内容が違います。
少しでも興味があれば、参加者・ボランティアとしてサロンに参加してみませんか？ぜひご連絡
ください。

とき・ところ
毎月第１・３水曜日
午前９時30分～11時30分
里中央コミュニティホーム

毎月第２・４水曜日
午前９時～11時
里西コミュニティホーム

毎月第２・４水曜日
午前９時～正午
逆川農村センター

毎月第１・３火曜日
午後１時～４時
市場公民館

日曜主体で月３回
午後１時～４時
深溝老人憩の家

毎月第２・４月曜日
午後１時～３時
一ノ瀬コミュニティホーム

毎月最終木曜日
午前10時～11時30分
東才組 寺西淳一宅

毎月第２・４木曜日
午前10時～正午
海谷公民館

毎月第１・３月曜日
午前10時～正午
野場老人憩の家

毎月第３土曜日
午前９時～正午
永野老人憩の家

毎月第２月曜日
午前９時～正午
如意寺

毎月第２月曜日
午前10時～正午
六栗公民館

毎月第２水曜日
午後１時～３時30分
高齢者ふれあいプラザ

サロン名

里いきいきサロン

里いきいきサロン
ゆうゆう会

深溝いきいきサロン

市場いきいきサロン
市場あじさい会

市場いきいきサロン
市場憩いの会

市場いきいきサロン
コミ・サロ一ノ瀬

市場いきいきサロン
市場モーニングサロン

海谷いきいきサロン
海谷かわせみの会

野場いきいきサロン
野場ひだまりの会

永野いきいきサロン
永野みのり会

須美いきいきサロン

六栗いきいきサロン
六栗の会

上六栗いきいきサロン
上六栗寿会

とき・ところ
毎月第３金曜日
午前９時30分～11時30分
長嶺・久保田コミュニティホーム

毎月第３金曜日
午前９時30分～11時30分
坂崎公民館

毎週水曜日
午前９時30分～午後１時
大草東コミュニティホーム

毎月第２・４土曜日
午後１時～３時30分
大草西コミュニティホーム

毎月第１・３月曜日
午前９時～11時30分
高力老人憩の家

毎月第１火曜日
午前10時～正午
鷲田公民館

毎月第２火曜日
午前９時30分～11時30分
東部コミュニティホーム

毎月第２土曜日
午後１時30分～３時
新田老人憩の家

毎月第４火曜日
午後１時30分～３時30分
岩堀公民館

毎月第２火曜日
午後１時30分～３時30分
岩堀児童館

毎月第２・４金曜日
午後１時30分～３時30分
横落コミュニティセンター

毎月第１・３火曜日
午前９時30分～11時30分
荻農村センター

毎週金曜日
午前９時～正午
芦谷公民館

サロン名

長嶺・久保田いきいきサロン
向上の会

坂崎いきいきサロン
ぶどうの会

大草いきいきサロン
山寺を愛する会

大草いきいきサロン
きらく会

高力いきいきサロン

鷲田いきいきサロン
虹の会

東部いきいきサロン

新田いきいきサロン
しらさぎ会

岩堀いきいきサロン
岩堀サロン会

岩堀いきいきサロン
おばま会

横落いきいきサロン
横落福寿草の会

荻いきいきサロン
荻とぼね会

芦谷いきいきサロン
幸田町生活学校

▶ ふれあいいきいきサロンのご紹介 ◀

問合せ先 幸田町社会福祉協議会 電話62-7171 FAX 62-7254
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受講者募集

と き 11月12日～令和２年３月24日
毎週火曜日（午前10時～11時15分）

ところ 高齢者生きがいセンター（シルバー人材
センター）

対 象 65歳以上の町内在住の人で毎週１回教
室の参加と毎日10分程度の自宅学習が
可能な人（要介護１～５の人は対象外）

定 員 18人 ※先着順
参加費 月額2,000円（教材費込）
申込み 10月15日（火）から受付開始

楽習サポーター養成講座

この教室の運営を手伝ってくださるボランティ
アスタッフ「楽習サポーター」を募集します。
と き 11月５日（火） 午後１時～４時30分
ところ 保健センター 視聴覚室
内 容 受講者への学習支援・仲間づくり支援
参加費 無料
そのほか サポーターは、教室開催期間の都合の

良い日に活動できます。
申込み 10月29日（火）までにお申し込みくだ

さい

脳の健康教室無料体験会

と き 11月５日（火）
午前10時30分～正午

ところ 保健センター 視聴覚室
内 容 講演：脳をいつまでも元気に

講師：学習療法アドバイザー
武田信恵氏

読み書き 計算 数字盤の体験
申込み 10月29日（火）までにお申し込み

ください

地域包括支援センターだより

お元気なシニアの「脳の健康教室」

シニア世代の
「脳の健康づくり」を行います

申込み先 幸田町地域包括支援センター 電話62-7331

教材例

地域の元気なシニアの人たちを
あなたの笑顔でサポートしてください
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ところ 中央公民館 ホール
対 象 家族を介護している人、家庭介護の知識を身に付けたい人
定 員 40人
講 師 日本福祉大学社会福祉総合研修センター講師
受講料 無料
申込み 各日程の開催前日までに、地域包括支援センター

（電話62-7331・FAX 62-7254）へお申し込みください。

今年度から呼び名を《おれんじカフェ》と変え、現在町内３か所で開催中の認知症カフェ。第2回目の
今回は、特別養護老人ホームまどかの郷で開催されている《カフェまどか》の紹介です。

「いらっしゃいませ、まずはお茶でもお飲みください」
カフェまどかは、テーブルを囲んでお茶を飲みながら、くつろいで思い思いのお話
をしていただく集いの場です。悩みや心配事もスタッフに気軽にお話しください。
カフェまどかで「さぁ お茶をどうぞ」

内 容
高齢者のための健康管理

１回だけの
参加でもOK！

介護保険制度と福祉サービスの活用
高齢者施設の選び方 ～どこで最期を迎えるか～

と き

午前10時～正午
10月９日（水）
11月20日（水）
12月４日（水）

知って安心！家庭で役立つ介護教室を開催します
テレビ番組や知人との話で介護の話題になり、漠然と不安に思ったことはありませんか？介護は突然

やってくるかもしれません。この機会に正しい知識を学び、将来に備えましょう。
また、現在介護をしている人にも役立つ情報が満載です。ぜひご参加ください。

おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじじカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカカフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェェをををををををををををををををををををををををををををををを訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪訪ねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねねててててててててててててててててててててててててててててててききききききききききききききききききききききききききききききままままままままままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②②
地域包括支援センターレポート

カフェまどかにて談笑される皆さん

高齢者や介護に関する悩みや疑問など、なんでもお気軽にお問い合わせください
幸田町地域包括支援センター 電話62-7331

カフェまどか（幸田町大字野場字石荒23）
と き ６，９，12，３月の第４水曜日

午後１時30分～３時30分
参加費 無料
問合せ 特別養護老人ホーム まどかの郷

電話63-1626

副施設長の太田美登里さんにうかがいました
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Asiento
ホームページ

Asiento（アシエント）
「テストの勉強がしたいけど家じゃ集中できない。
でも、図書館は大混雑…。」そんな悩みを解消したい
という思いからAsientoは生まれ、町内の大学生が中
心となり活動してきました。
私たちはテスト期間中の休日、北部中学校の生徒を
対象に鷲田公民館を自習室として開放する活動を行っています。

活動に協力してくださる人を募集中です

活動内容 ・会場準備 ・勉強に集中できる環境づくり
・質問応答（問題の解き方） ・中学校への告知 など

Asientoの詳しい活動内容はQRコードからホームページをご確認ください。
問合せ 幸田町ボランティアセンター 電話62-7171

夏休み期間、ボランティア体験を希望する中学生、高校生を対象に地域や社会福祉施設
などでボランティアの体験学習を行いました。

いきいきサロンでは、地域の皆さんから戦争体験、伊勢湾台風などの貴重な話を傾聴し、
福祉施設では、利用者と言葉を交わしながら、体操や踊りを一緒に行いました。ある施設
では、ソーラン節を踊る中学生の姿に涙する利用者もおり、踊りを披露した生徒にも有意
義なボランティア体験となりました。

ボランティア団体紹介

青少年等ボランティア福祉体験

ボランティアだより

《ソーランを披露する南中生》《利用者と夏祭りの準備》《いきいきサロンでの交流》
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令和元年度 幸田町社会福祉大会を開催します
社会福祉大会は、社会福祉関係者が一堂に集まり、長寿を
祝い、社会福祉功労者を顕彰するとともに、新たな決意をもっ
て地域福祉の充実に努めることを目的に開催いたします。
関係者の皆さんのご出席をお願いいたします。
◇と き 11月21日（木） 午後１時30分～
◇ところ 町民会館 つばきホール
◇内 容 幸田町社会貢献活動感謝状贈呈

幸田町社会福祉協議会会長表彰状・感謝状贈呈
白寿、米寿、ダイヤモンド婚、金婚を迎えられ
る人たちのお祝い など

◇問合せ 幸田町社会福祉協議会 電話62-7171

受験資格
・昭和49年４月２日以降に生まれた人で左記学歴を卒業または令和２年
３月31日までに卒業見込みの人
※保健師資格を令和２年３月31日までに取得または取得見込みの人

学歴

大学・短大

採用人員

若干人

職種

保健師

試験内容
基礎能力検査、パーソナリティ検査、面接

会場
幸田町福祉サービスセンター

試験日
11月30日（土）

備考
受付時間は、午前８時30分～午後５時15分
（土日祝日は休み）

受付期間末日の消印まで有効
（消印なきものは無効）

受付場所

幸田町社会福祉協議会
（幸田町福祉サービスセンター内）
〒444-0113
幸田町大字菱池字錦田82番地４

受付期間

10月1日（火）
～10月31日（木）

区分

窓口受付

郵便受付

ご寄付ありがとうございました
R１.６.11-R１.９.８

●現金 （順不同・敬称略）

幸田セントラルボウル 50,000円
あいち三河農業協同組合葬祭部

10,000円
安藤美知子 10,000円
アトリエジャスト近藤二吉 5,000円
㈱石原組従業員一同 3,600円
NPO法人ももの木保育園 親子文化を育てる会

2,000円
●物品
㈱タケヒロ産業 竹ぼうき100本

お知らせ

令和２年４月１日採用 幸田町社会福祉協議会職員の募集令和２年４月１日採用 幸田町社会福祉協議会職員の募集
１ 職種・採用予定人員・受験資格

２ 試験日程・会場・試験内容

３ 試験申込み・受付期間

４ そのほか
⑴ 募集要項をよくご確認の上、お申し込みください。なお、募集要項、受験申込書などは、幸田町社会
福祉協議会でお渡しするほか、幸田町社会福祉協議会ホームページ（http://kotashakyo.jp/）からも
ダウンロードできます。
⑵ 提出書類（履歴書など）は、理由を問わず返却しません。
５ 問合せ
幸田町社会福祉協議会 電話（0564）62-7171、FAX（0564）62-7254

第71回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール優秀作品の展示
と き 10月９日（水）～10月16日（水） 午前９時～午後７時（初日は午後３時から、最終日は正午まで）
ところ 幸田町立図書館ギャラリー
問合せ 幸田町共同募金委員会 電話62-7171
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★ 中央公園
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第５期生

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンスススススススススススススススススススス教教教教教教教教教教教教教教教教教教教教室室室室室室室室室室室室室室室室室室室室」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」参参加加者者募募集集
自分にあった運動で、筋肉を鍛えて、若々しく輝こう

介護予防は、一人ひとり違います。体力測定を行い、あなたに合った運動方法など、からだ
づくりの専門家、理学療法士が教える教室です。

と き 11月14日～令和２年１月30日 毎週木曜日 全11回（午前９時30分～11時30分）
令和２年３月12日（木）フォローアップ研修

ところ 高齢者生きがいセンター ２階（シルバー人材センター）他
対 象 町内在住の60歳から75歳までの人

主治医より運動制限を受けていない人（要支援・要介護認定者対象外）
定 員 15人 ※先着順
講 師 理学療法士
参加費 300円（初回1回のみ）
申込み 10月15日（火）から11月１日（金）までに、地域包括支援センター（電話62-7331・FAX

62-7254）へお申し込みください

編集・発行

社会福祉法人 幸田町社会福祉協議会
〒444-0113 愛知県額田郡幸田町大字菱池字錦田82-4
電話（0564）62-7171 FAX（0564）62-7254
居宅介護支援事業所 電話（0564）64-1069
訪問介護事業所 電話（0564）83-7273
地域包括支援センター 電話（0564）62-7331
メール info@kotashakyo.jp ホームページ http://kotashakyo.jp/

集団指導

本人に合わせた運動の個別指導

講義

自宅での運動状況確認と助言
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