
令和4年4月号

社協会費へのご協力おねがい社協会費へのご協力おねがい
社会福祉協議会が毎年ご協力をお願いしております社協会費は、地域福祉の推進のため

※特にこの期間を強化月間としていますが年間を通じて協力をお願いしております。

①高齢者や障がい者への支援  ②子どもたちの健全育成事業
③ボランティアに関する事業　 ④弁護士・司法書士・心配ごと相談事業

募集期間 ７月１日～７月３１日　

※種類によって受けられるサービスが変わるものではありません。

種　　類

目　　的

募集方法

地区社協代表者会議実施地区社協代表者会議実施

地区社協代表者会議の様子

法人会員　３，０００円以上（会社、事業所、施設、病院各種団体 等）
協力会員　２，０００円以上（世帯単位、個人）
一般会員　　　　５００円（世帯単位）

基本的には、町内会代表者さまを通じ班長さまを経て各家庭に依頼し、とりまとめられた
会費は町内会代表者さまからお預かりします。

目指すのは「おたがいさまが当たり前の地域」です！
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令和4年度の主な事業計画
1．法人基盤の強化
　①事務局組織体制の強化
　②経営改善計画の実行
　③職員に対する研修会の開催
　④組織の基盤強化のための財源確保
　⑤ホームページ・広報誌等によるPRの強化
2．住民参加による地域福祉活動の推進
　①社会福祉協議会会員加入の推進
　②地区社協の充実・強化
　③各小学校区コミュニティ推進協議会との協働
　④地域福祉活動計画の推進
　⑤各種機関との協力体制の推進
3．地域福祉・各種相談窓口の充実拡大
　①福祉教育学習の充実・強化
　②地域福祉行事用資材等の貸出
　③介護者派遣事業の実施
　　（つしまし社協くらしサポート）
　④行路病人等への援助
　⑤弁護士相談所の開設
　⑥司法書士相談所の開設
　⑦心配ごと相談所の開設
　⑧傾聴場所の開設（ゆるパンダ）
　⑨その他地域福祉の充実拡大
4．ボランティア活動の推進
　①ボランティア情報の提供
　②ボランティアの登録・相談・斡旋の推進
　③ボランティア団体への育成援助
　④その他ボランティア活動の啓発・振興に必要な事業
5.災害支援に関すること
　①災害時における津島市・NPO団体等との連携強化
　②災害支援ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施
　③海部地方防災ボランティアコーディネーター
　　養成講座の支援
　④炊き出し用資材等の貸出
6．共同募金・歳末たすけあい配分金事業の推進
　①高齢者社会参加事業の推進
　　ア．もみじ組の旅

　　イ．立春のつどい
　②児童・青少年社会参加事業の推進
　　ア. ふくししくんひろば
　　イ．わくわく体験ツアー事業
　　ウ．ふれあい子どもお楽しみ会
　　エ. 赤い羽根協賛児童・生徒作品コンクール
　③住民全般生活支援事業の推進
　　ア．車いす貸出事業
　④各種福祉団体総合福祉的事業の推進
　　ア．各種福祉団体補助金事業
　⑤災害対応・防災事業の推進
　　ア．災害対策支援事業
　⑥社会参加・まちづくり支援事業の推進
　　ア．福祉まちづくり支援事業
　⑦家族支援事業の推進
　　ア．ひとり親家庭応援事業
7．介護保険事業
　①居宅介護支援事業の実施
　②介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの実施
　③訪問介護事業の実施
　④訪問型サービスA事業の実施
8．障がい福祉事業
　①特定相談支援事業の実施
　②障がい児相談支援事業の実施
　③一般相談支援事業の実施
　④障害福祉サービス事業の実施
　⑤移動支援事業の実施
9．津島市からの受託事業
　①障がい者相談支援事業
　②障がい支援区分認定調査業務
　③生活支援コーディネーター事業
　④介護支援ボランティア事業
　⑤生活困窮者自立支援事業
　⑥介護認定調査業務
10．愛知県社会福祉協議会からの受託事業
　①生活福祉資金貸付事業
　②くらし資金貸付事業
　③日常生活自立支援事業
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予算額：186,631千円
介護保険事業収入
26,582千円

その他（寄附金収入、貸付事業収入など）
11,677千円

事業収入
1,319千円

障がい福祉サービス等事業収入
40,914千円

会費収入
4,780千円

共同募金配分金収入
（歳末たすけあい配分金を含む）
8,696千円

市補助金収入
39,407千円

受託金収入
53,256千円

その他（日常生活自立支援事業費など）　4,857千円

障がい者相談支援事業費　46,807千円

共同募金配分金事業費
（歳末たすけあい配分金事業を含む）

8,700千円

地域福祉推進事業費
14,514千円

生活支援コーディネーター事業費
14,278千円

法人運営事業費
35,630千円

居宅介護支援事業費（ケアプラン作成等）　9,884千円

生活困窮者自立支援事業費
16,069千円

ボランティアセンター活動事業費　7,715千円
介護者派遣事業費　309千円

移動支援事業費　624千円
障害福祉サービス事業費　10,381千円
訪問型サービスA事業費　3,859千円

訪問介護事業費　13,004千円

令和４年度

※時間・開催回数等は変更になる場合があります。
　また、申込み等が必要な場合もありますので、詳細はお問い合わせください

奇数月

案件がある時だけ開催
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愛知県立津島北高等学校が、愛知県社会福祉協議会より「介護理解促進福祉協力校」の指定を受け、
ボランティア部の生徒34名が介護出前講座を受講しました。リクライニング車いすの試乗や、グループ
ワークで実際に外出レクの企画をするなど実践的な学びを経験しました。

12/3 高台寺小学校 12/10 暁中学校 12/14・15 南小学校 12/22 蛭間小学校

みんな真剣‼ 福祉教育

日時  毎月第2金曜日　
 午前10時から正午まで

場所  総合保健福祉センター
 2階世代間交流室

対象  市内在住で
 子育て中の親子など イベント内容は毎月変わります。

次回予告

≪受講した生徒の感想≫

都合により人数制限を設ける場合があります。

・グループワークで考えるものがあり、調べたり
 考えたりするのが面白かった。
・介護は高齢者の方のお世話をするだけと
 思っていたけれど、その人のやりたいことを
 叶えるお手伝いをすることなんだと知った。

介護理解促進協力校事業介護理解促進協力校事業を実施しました！！を実施しました！！
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つしま健活くらぶつしま健活くらぶを開催しました♪
　つしま健活くらぶは、津島市生活支援サービス協議体（※）が開催している健康づくりの活動です。
新型コロナウイルス感染予防の対策を取りながら開催しますので、ぜひお立ち寄りください！
※津島市生活支援サービス協議体は、行政、地域包括支援センター、ＪＡ、シルバー人材センター、
　社会福祉協議会など高齢者の生活にかかわる団体が集まり、住みやすい地域づくりを考える組織です。

welcome
お母さんの休憩処

【次回予告】
４月１３日　４月２７日
５月１１日　５月２５日
６月　８日　６月２２日

フレイル予防、簡単体操、脳トレなど
行いました！

糖尿病について
のお話や
クイズなど
行いました！

「ゆるパンダ」「ゆるパンダ」
やってます♡

開催は毎月第２・４（水）10：00～12：00

12/７　元気でいよう会

１/26　糖尿病予防し隊

赤ちゃんから高校生まで、お母さんの悩みは様々ですね。
心配しすぎて疲れてしまったり、イライラしたり・・・・
そんなとき、誰かに聴いてもらったら、気持ちが
少しゆるみます。傾聴ボランティアがおまちしています。
ぜひお立ち寄りください♡

令和３年12月18日にヘルパー研修会を行いました。
今回は、医療法人回精会北津島病院の訪問看護師である原克己氏
から「統合失調症その特性とケア」について学びました。
信頼関係を築いて、より良いサービス提供を行うためには、統合失
調症について正しく知ることの大切さを学びました。
わたしたちヘルパーは、障がいのあるかたが住み慣れた地域で暮
らしていけるように、その人のありのままの姿を受け止め、寄り添っ
た支援ができるよう、これからも努めていきたいと思います。

つしまし社協ヘルパーより

お父さん
おじいちゃん
おばあちゃんも
お気軽におこし
ください。

つしまし社協訪問介護事業所ヘルパー研修会の様子

＜お礼＞
みなさまよりお預かりしました使用済み切手は
愛知県社会福祉協議会ボランティアセンターに
送らせていただきました。
ご協力ありがとうございました。

・匿名……………………………５０，０００円
・伊勢滿さま…………………………………現金
・愛知県立津島北高等学校さま……４，１３４円
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ボランティア活動中にケガをした（傷害事故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまっ
た（賠償事故）など、もしもの事故に備えてボランティア保険にご加入ください。

国内におけるボランティア活動中に、ボランティア本人がケガをした場合、ボランティ
アの方々が他人に損害を与えたことにより損害賠償事故が発生した場合を補償します。

イベント企画を通じて、人前で話す事や人を楽しませることなど、地域リーダー・レクリエーションリー
ダーを養成するための研修会です。新しい友達ができたり、自分のやりたいこと、新たな一面をみつける良い
機会にもなります。
申込期間：随時
受付場所：津島市中央児童館　※開館時間内での受付になります。
日　　時：令和4年3月5日（土）～令和5年２月２6日（日）のうち１１日間を予定
　　　　  午前１０時～正午まで
参加資格：津島市内の小学４・５・６年生であれば、誰でも受講申込み可能です。
定　　員：15名　※定員になり次第締め切ります。
参 加 費：原則無料（内容により実費を徴収させていただく場合があります。）
内　　容：パーティ企画体験、防災学習、手話体験等
お問い合わせ先　津島市中央児童館　0567-26-3540（水曜午後・木曜・祝日は休館）

★通常の経路により住居を出発してから住居に帰着するまでの往復途上の事故を含みます。
★熱中症（日射病・熱射病）・新型コロナウイルスによる傷害も補償します。
★天災タイプにご加入の場合、地震などの天災によるケガも補償します。

ボランティア活動保険

ボランティアの活動量に応じてポイントが貯まり、貯まったポイントは地域振興券への交換や、施設などへ
寄付することができます。
市内在住の65歳以上でボランティアに興味のあるかたはぜひお問い合わせください！！
◆現在活動をお休みされているなど、まだ登録手続きがお済みでないかたへ◆
更新手続きは随時行っています。社会福祉協議会窓口にお越しください。

※地域振興券のご使用期間が開始します。
４月１日(金)から９月３０日（金）までに地域振興券取扱店にてお使いください。

第
69
回 
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会
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1月号の答えは「ネンガジョウ」でした。多数ご応募いただきありがとうございました。1月末で締切り抽選を行い、５名様に
クオカードをお送りいたしました。抽選に外れたかたも、またぜひ挑戦してくださいね！お待ちしております。

たてのかぎ
②津島市からの受託事業のひとつ。
　「障がい者相談○○○事業」（ヒント2ページ）
③体はほっそりとし、四肢が細長く尾は短い。
　雄の頭部には樹枝状の枝角がある動物。
④肉や卵は食用、羽毛は羽布団に使用。
⑥底曳き網、蛸壺などでも取れ、古くから漁獲されている食用ダコ。
⑦建具がスムーズに動かず、隙間ができることを○○○○が悪
いと言う。
⑧香辛料、香味料、薬味。「○○○○をきかせた料理」
⑬棒の途中に置いた支点を中心に、小さい力を大きな力に変え
る仕組み。重いものを動かす時に使う。

よこのかぎ
①品物等を貸すこと。「車いすの○○○○」
（ヒント２ページ）
⑤会員募集で「社協○○○へのご協力おねがい」（ヒント1ページ）
⑦衣類、装身具等を収納する木製の家具。
⑨材料を火にかけて、動かしながら水気がなくなるまで煮詰めること。
⑩お母さんたちの休憩処。「ゆる○○○」（ヒント5ページ）
⑪集まること。「名画鑑賞の○○○」
⑫剣道の技のひとつ。「面・胴・○○」
⑭膝からくるぶしまでの部分。　　　　

☆　　のついたマスの文字を並び替えて、言葉を作ってください。
☆ヒント:1年を特定の時点で区切り、日本の学校や公官庁は４月１日から新しく年が始まる。

＜応募方法＞ハガキにクロスワードの答え、住所、氏名、年齢、電話番号と、「ふくしだより」への感想・意見等をお書きの上
下記までお送りください。正解者の中から抽選で５名のかたにクオカードをプレゼントします。ご応募お待ちしています。
■〒496-0863　津島市上之町1丁目60番地　津島市社会福祉協議会　「ふくしだより」担当者行き
■応募締め切り　令和4年4月30日（土）当日消印有効。なお、当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
※応募に関わる個人情報については、当選者への発送以外には使用しません。

　新型コロナ禍の中での生活も、３年目になります。西地区の民生委員の活動にも様々な支障が出ています。
　研修に出かける、集まって勉強会を行うなどの活動はほとんど中止になり、戸惑いました。
　ひとり暮らしのかたへの訪問も思うようにできず、悩みましたが、少しでも話し相手になれるよう努めました。
　そんな中で、「何にも（行事が）ないし、どこも行けず、ストレスたまるわー。」と言う声を聞き、何かできることはないか
と考えました。
　そこで、初心に帰って、高齢介護についての勉強会をしたり、地域内の情報を集めたりしました。
また、コミュニティ活動への協力として、ひとり暮らし登録者のかたに、ささやかなプレゼントを届
けました。うれしそうに笑顔で受け取っていただけて、こちらも心が和みました。
　これからも、感染防止の対策をしながら、地域の子ども達や高齢者のかたがたの身近な相談相
手になれるように活動していきたいと思います。
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