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令和元年10月１日

中央保育園に移動動物園が来ました。園児のみんなはモルモットを膝に乗せると「あった

かいね」と体温を感じたり、聴診器でモルモットの心音を聞いて「ドクドクって聞こえる」

と感じたことを園児のみんなで話していました。

会長就任のごあいさつ
このたび高浜市社会福祉協議会会長にご選任をいただき、６月１８日に
就任いたしました。
さて、超少子高齢社会の中で、これまでの公的サービスでは対応できな
い様々な課題が生じています。私たちの願いは、歳を重ねてもいつまでも
いきけんこう

高浜市社会福祉協議会会長

岸上

善徳

元気で意気軒昂とした生活をおくることにありますが、家族からの孤立、
近隣社会からの孤立など、社会的孤立も注目されるようになりました。

そうした時代にあって社会福祉協議会には、地域の課題をみんなで考え、話し合い、協力して
解決を図っていこうとする地域福祉活動の推進がますます求められています。その基盤は、高浜
市と地域の人たちとの三位一体の取り組みであると確信しています。
高浜市社会福祉協議会の事業の一つの柱に、高浜市が進めている「たかはま版地域包括ケアシ
ステム」の構築支援があります。高齢者、障がい者、子どもを始めとする全ての人が住み慣れた
高浜で安心して暮らしていけるまちづくりが極めて重要であり、その一端を担うことが本会の使
命であると認識しています。
また、高浜市と全力で取り組んできた高齢者への在宅福祉サービスでは、多くの介護保険事業
所ができ、在宅生活を支えるサービスの選択が広がってきています。一方で、団塊の世代は、数
年後に後期高齢者に加わります。そうした中、本会が担うべき介護保険事業を継続して提供でき
るよう運営・経営の検討が必要であると思っています。
最後に、市民の皆さまには、多くの人が会員としてご参加していただいておりますことに感謝
申し上げますとともに、これからの高浜市社会福祉協議会の更なる充実・発展のため、精一杯努
力してまいる所存でありますので、市民各位のご支援を賜りますようお願い申しあげまして、就
任のごあいさつとさせていただきます。

社会福祉協議会とは
社会福祉協議会とは、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした、営利を目的とし
ない民間組織です。
高浜市社会福祉協議会では、高齢者や障がい者の在宅生活を支援するために、ホームヘル
プサービス（訪問介護）や、配食サービスをはじめ、様々な福祉サービスを行っているほか、
多様な福祉ニーズに応えるため、地域の特性を踏まえ、宅老所の運営など創意工夫をこらし
た独自の事業に取り組んでいます。地域のボランティアを始め、多くの方々との協働を通じ
て地域の最前線で活動をしています。
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け んりようご

シリーズ
権利擁護
vol.26

みんなで権利擁護を考えよう！
権利擁護と消費者被害

〜インターネットを使った詐欺〜
皆さんがパソコンやスマートフォンで日頃から利用されているインターネットですが、大変便利な反面、多
くのリスクも隠れています。今回はそんなインターネットに関わる詐欺をご紹介します。

【手口１：通販トラブル】
手軽で便利なインターネット通販ですが「ニセモノが届いた」「商品が届かない」といったトラブルに
巻き込まれる危険性があります。他にも健康食品の「初回お試し注文」のつもりが、続けて２回目が届き
定期購入の契約となっており、業者と連絡が取れず返品もできないといった相談が増加しています。
また購入時に使用した個人情報が流出し、別の犯罪に巻き込まれる可能性もあります。

こんな
サイトは
注意

・「人気商品が９０％OFF！」など極端に値引きされている
・
・「３日以内を届けます」のような不自然な日本語表現
・電話番号がなく連絡先がEメールのみ
・対策として購入や解約の条件を確認

【手口２：ワンクリック詐欺】
事前に説明もなく、ウェブサイトにアクセスした途端「入会手続きが
終了したので会員費用として〇〇万円必要」というメッセージが表示さ
れます。
このメッセージを消しても「退会手続きには未納金を支払う必要があ
る」、「今すぐ連絡すれば減額する」など別のメッセージが繰り返し表
示される仕掛けになっています。

・上記のようなメッセージだけで個人を特定する情報はサイ
慌てない

ト管理者には通知されない
・メールや電話をしない（連絡することで個人情報を相手に伝えること
になり、請求メールや電話がかかってくるようになる）
・パソコン、スマートフォン、タブレットいずれの機種でもブラウザの
履歴等を削除することで請求画面を消すことができる場合もある

詳しくは消費者庁、警視庁ホームページをご参照ください

もしも、被害に遭われた場合は、碧南警察署（０５６６−４６−０１１０）にご相談下さい。
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高浜市共同募金委員会

今年も10月1日より、共同募金運動が始まります。
「共同募金」は、協力していただいた皆さまが暮らしている地域で活用される募金であり、地域に暮らす
誰もがいつまでも安心して暮らせるように、「ふくし」のまちづくりに役立てられています。
皆さまのご協力を、宜しくお願い申し上げます。

【期

間】10月1日（火）〜12月31日（火）
令和元年度目標額 4,900,000円
共同募金のながれ
高浜市の町を
良くする活動

たくさんの
ボランティア

主な使い道は、
①地域福祉のために「心配ごと相談」
②高齢者・障がい者のために
「車いすの貸出」
「ふれあいサービス」など
③子どものために「福祉教育の支援」

会社 商店 学校 家庭 街頭
寄付金

配分（約81％）

4,897,185円 3,988,185円
高浜市
共同募金委員会
送金

909,000円

愛知県共同募金会
積立

災害等
準備金

お祭りで行う「イベント募金」への
ご協力もお願いします。
町内会のご協力を得て行う募金活動以外にも、身近な場所で募金に
ご協力いただけるよう、市内のお祭りで、高浜市民生児童委員・高浜
市赤十字奉仕団・高浜中学校・南中学校ボランティア
部などの皆さまと共に募金活動を行っています。
ご協力、どうぞよろしくお願いします。
※「ふくし」は、共同募金の一部を充てて発行
しています。

支援・救援活動を行うＮ
ＰＯ・ボランティアグルー
プ及び民間ボランティア
センターなどへの活動
資金助成

配分（約19％）

4,897,185円

※金額等は平成30年度の実績です。

【被災地】

愛知県内の社会
福祉施設の整備
や福祉事業に

拠出金

中央共同
募金会

実施場所

日程
10月 5日（土）

春

日

神

社

祭

礼

10月 6日（日）

春

日

神

社

祭

礼

10月12日（土）

吉 浜 八 幡 社 祭 礼

10月13日（日）

吉 浜 神 明 社 祭 礼

10月19日（土）

鬼

10月27日（日）

高 取 神 明 宮 祭 礼

11月 3日（日）

わくわくフェスティバル

11月24日（日）

農

み

業

ち

ま

ま

つ

つ

り

り
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AKAIHANE KYOUDOU BOKIN

共同募金の使い道

「ふくし」のまちづくりに役立てられています！！
皆さまからご協力していただく募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」
として、令和元年度に以下の事業に活用する予定です。

車いす貸出事業
病気やケガ等で車いすが必
要になった方に、日常生活
や通院、外出などに役立て
ていただくため、無料で車
いすの貸出を行っています。

車いすを利用している方の
外出支援を目的に、車いす
のまま乗車できる車両の貸
出を行っています。旅行、
通院、買物等の外出の際に
ご利用いただけます。
（※ご予約が必要です。）

（※ご予約は不要です。）

ふれあいサービス事業
サービスを利用する人も提
供する人も同じ住民同士で
す。制度に捉われず、介
護・家事・子育てなど、地
域での当たり前の暮らしを
支える地域福祉活動です。
（※会員登録が必要です。）

心配ごと相談
弁護士による30分の無料法律相談。
原則、毎月第1･第3木曜日
（※ご予約が必要です。）

生活困窮世帯への学習支援事業に対する支援
移送サービスの様子

おもちゃライブラリー
子どもの心豊かな成長を目的と
したおもちゃの貸出をみどり学
園で行っています。おもちゃ遊
びを通じて自主性や創造性を高
め、子ども同士や親子のふれあ
いの場を提供しています。

福祉教育の支援
市内小中学生、高校生に対して、
手話･点字･車いすなどの体験や
障がいのある方との出会いの機
会を通して、「共に生きる力」
を育む活動に取り組んでいます。 福祉実践教室の様子

協力法人

車いす専用車両「こころん号」貸出事業

学習支援事業の中で、子どもたちの
食事作りをして下さるボランティア
さんへ支援を行っています。
※他にもわくわくフェスティバル
（Ｐ6〜7参照）等の地域福祉推進のための事業
に使わせていただく予定です。

平成30年度実績額
種別
募金額（円）
戸別募金
3,654,837
627,500
法人募金
73,680
学校募金
職域募金
106,842
イベント募金
303,065
赤い羽根協力店
99,142
その他
32,119
4,897,185
計

（募金額５,０００円以上の法人） ご協力、誠にありがとうございました。

㈱愛知、愛知県衣浦港トラック事業協同組合、愛知県陶器瓦工業組合、あいち中央農業協同組合吉浜支店、伊藤鉄工㈱、イビ
ケンウッドテック㈱、㈾岩月商店、㈱岩福セラミックス、㈱H.M.E、エヌティーエンジニアリング㈱、エヌティー精密㈱、エ
ヌティーツール㈱、エヌティーテクノ㈱、㈱おとうふ工房いしかわ、㈱神清、クロダイト工業㈱、㈱堺屋、三州野安(株)、三
州フリット㈱、㈱ジェイテクト、㈱松鶴園、（宗）常照院、新東㈱、㈱スギヤスエンタープライズ、スミヤ精機㈱、創嘉瓦工業㈱、
大昇運輸㈱、高浜工業㈱、高浜電工㈱、ダブルイー㈱、都築建設工業㈱、㈱ティ・エス・シー、㈱デリカシステム、㈱デンソ
ープレステック、㈱豊田自動織機、トヨタ車体精工㈱、日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱、㈲野々山工業所、
㈱八大不動産、水野運送㈱、宮脇グレイズ工業㈱、㈱吉浜人形（50音順、敬称略）
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高浜市
わくわくフェスティバル準備中！
令和元年度テーマ

つながりの輪は∞(無限大)
〜令和に引き継げ話・輪・和〜

今年もみんなとつながれる実行委員会企画を紹介します
おいで
ませ
わくわく
フェステ
ィバル！
当日ま
で、あと
１ヵ月！
！

話 をしよう
●

作 って！ ●
見 て！ ●
食 べて！
●

避難所体験！

「災害時に、普段家にある物で、役に
立つものが作れないの？」
「災害が起こった時、避難所が開設さ
れるけど、どんな感じなの？」
そんな声に、ワークショップを開き、
家にあるもので簡単に役立つものを作っ
ちゃいます。いきいき広場のホールも模
擬避難所に模様替え。
ワークショップや避難所のイメージを
通して、友達や家族と一緒に、災害時の
準備の話をしよう！
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〜「いつでも

輪
人とのつながりの●

どこでも

だれでも」楽しめる
ボッチャ普及大作戦2019〜

東京パラリンピックがいよいよ来年に迫った今年。みんなで
一緒に、ボッチャを知り、体験して、パラリンピックボッチ
ャ代表を応援しよう！

【開催時間 10：00〜14：00】
①自分の力を試してみよう！
・ボッチャのボールを使って、ゲームにトライ！キミは何点とれるかな？
参加者にはもれなくわくわくフェスティバル「輪オリジナル」バッジを進呈！！
小さなお子様から大人までだれでも楽しめるよ！！
②ボッチャを体験しよう！
・ボッチャの体験コートと対戦コートを用意。
初めてボッチャに触れる方でも大丈夫。スタッフが丁寧にルールを教えるよ！
友達、家族で楽しもう★
③東京パラリンピックでボッチャを応援しよう！
東京パラリンピックでボッチャをより楽しめるように、ボッチャの試合映像を観たり、ボッチャクイズに挑
戦したり…きっとより深くボッチャを知ることができるよ！

和み
深めよう●

つながるチャラポコ
令和最初のわくわくフェスティバ
ル！
令和の「和」には「仲良くする」、
「互いに尊重し助け合う関係」とい
う意味があります。来場者の皆さん、
出展者の皆さん、大人も子供も、踊
れる人も、踊ったことがない人も全
員が一緒に高浜伝統のチャラポコを
踊って「和み」を深めましょう！！
ぜひ参加してね♪
＊予約不要、飛び込み参加大歓迎！

［開催時間］
［開催場所］

問合せ先

14：35〜14：50
三河高浜駅東側
ロータリー特設
会場

高浜市わくわくフェスティバル実行委員会事務局（高浜市社会福祉協議会事務局内）
電 話：０５６６−５２−２００２ ＦＡＸ：０５６６−５２−４１００
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高浜市社会福祉協議会の事業所紹介

中央保育園
稗田町にある中央保育園は０歳児から５歳児までのお子さまが通園している定員190名の保育園です。
同じ建物の３階には中央児童センターもあります。
いっぱい遊んで心も身体も元気な子

という園の保育目標のとおり元気よく遊び、子どもたちと先生

の笑顔がいっぱいの保育園です。

特 色

・リズム、側転、鉄棒、鬼遊びなどの運動を学年ごとに目標を決め、取り組みます。
・３〜５歳児は英語講師指導の下、歌やゲームを通して英語に親しみます。
・餅つき、豆まき、流しそうめん、ハロウィンなど季節の行事を楽しみます。
・誕生会は保護者が参加し、一緒に給食を食べ、誕生日のお祝いをします。
みんな
で食べ
る
給食
おいし
い♪

一番ちいさい
組
０歳児ひよこ

った
楽しか
遊び
プール

畑で玉ねぎを
育てたよ

５歳
児
台上 運動会で
側転
す
がん
ばる るよ
ぞ！
！

鉄棒
４歳児
習中
」の練
「カメ

職 員 募 集 !!
●保育士
社会福祉協議会が運営する保育園で、子どもたちの保育を行っていただきます。
０歳〜６歳までの元気な子どもたちの成長を、一緒にサポートしてみませんか？
■勤務時間：９：００〜１６：００（休憩６０分）
■休

日：シフト制による（勤務頻度は週２日程度希望）

■勤 務 地：高浜南部保育園
■時

又は

中央保育園

給：１，０３０円

※扶養内での勤務をご希望の方でもＯＫ！！

【問合せ先】中央保育園（高浜市稗田町二丁目３番地７）
電話（０５６６）５３−０８７９
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高浜市社会福祉協議会の事業所紹介

高浜南部保育園
田戸町にある高浜南部保育園は0歳児から5歳児までのお子さまが通園している保育園です。デイサービス
センターが併設されており、園児とお年寄りの方が交流する機会が多くあります。また夕涼み会や餅つき会な
どでは地域の方々がお手伝いをしてくれ、行事を盛り上げてくださいます。一時保育ではご家族の就労や緊急
時等にお子さまをお預かりし、子育て中の方々が安心して育児をしていけるようにサポートしています。

特 徴

・リズム、マット、鉄棒、ボール、鬼あそびなど、身体を使う活動を活発にしています。
・まちづくり協議会や地域の方々と行事を楽しんだり、野菜の育て方を教えてもらったり収
穫の体験をさせてもらっています。
・流しそうめん、ハロウィン、お皿作り、餅つきなど、季節の行事や様々なことを経験でき
るようにしています。
・誕生会や夕涼み会など保護者の方も一緒に参加したり、年齢の異なる園児とのかかわりが
もてる行事があります。

地域の方やお年寄りとの
交流

季節の
行事や
年齢の
異なる
お友達
との交
流

【問合せ先】高浜南部保育園（高浜市田戸町三丁目5番地２６）
電話（０５６６）５４−０２８１
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第6回 たかはま

ボッチャ大会

高浜
チー No１
どこ ムは
だ！？

「ボッチャ」は、障がいのある方、おとしより、子ども、だれもが簡単に楽し
めるスポーツです。
高浜市では、ボッチャをみんなで楽しみ、交流できる機会になるよう、大会を
開催しています。
毎年、数多くの方が参加していただき、今年で6回目の大会となります。
ルールを知らない方でも、簡単に覚えていただけるよう、大会の中でルール説
明の時間も設けています。
みなさんお誘い合わせの上、お気軽にご参加ください！！
【日
時】 令和元年11月24日（日）12:20〜17:15（予定）
【会
場】 愛知県立高浜高等学校 体育館（高浜市本郷町１−６−１）
【参加資格】 市内在住・在勤・在学の方(チームの半数以上が資格に該当すること)
【チーム数】 64チーム
【対戦形式】 団体戦（1チーム３名） 予選リーグと決勝トーナメントを行います。
【競技規則】 基本的に日本ユニバーサルボッチャ連盟競技規則を適用（予定）
【表
彰】 １位から３位までのチームを表彰します。
【参 加 料】 無料
【そ の 他】 参加チーム多数の場合は、調整を行う場合があ
ります。
【申込方法】 所定の申込用紙に記入の上、下記にて直接また
はＦＡＸ、郵送のいずれかでお申込み下さい。
用紙は、下記の申込先に取りに来て頂くか、高
浜市社会福祉協議会のホームページから印刷し
て下さい
（http://takahama-shakyo.or.jp/）
◆受付期間 令和元年10月15日（火）から
令和元年11月 8日（金）まで
◆申 込 先 〒444-1334 高浜市春日町五丁目165番地 いきいき広場2階
高浜市社会福祉協議会（担当：小松・野田・太田)
電話（0566）5２-２００２ ＦＡＸ
（0566）52-４１００
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ボランティアひろばセンター

令和元年度

碧海５市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
碧海５市（碧南・刈谷・安城・知立・高浜）社会福祉協議会では、「災害ボランティアセンター運営マニュ
アル」の見直しに取り組むなど、市域を超えた協働の取り組みを進めています。
その取り組みの一つとして、毎年各市持ち回りで、この養成講座を開催しています。参加者の皆様が、災害
ボランティアセンターの基本的な知識を身につけ、災害時には地域の復興支援を推進する人材として活躍でき
ることを目的としています。今年は７月２７日、７月２８日の２日間で、碧南市のへきなん福祉センターあい
くるデイルームにて開催しました。５１名の方が終了証を受け取られました。
また講座の一環として、愛知県県民文化局社会活動推進課多文化共生推進室 室長補佐 各務元浩氏を講師
にお招きし、【愛知県における多文化防災】をテーマに公開講演会を開催しました。

被災者からのニーズ聞取りの模擬訓練の
様子。被災者の要望や必要な資機材等を
電話にて聞取り。

公開講演会の様子

ボランティア受付の模擬訓練。各地から
集まったボランティアに対して、被災状況
や注意事項の説明をしています。

資機材貸出の模擬訓練の様子。本講座では、
実際の資機材ではなく、イラストの描かれた
カードを用いて行いました。

災害ボランティアコーディネーターとは？
大災害が起こった時の早期復興には、災害ボランティアセンターの開設に伴い、「災害ボランティアコーデ
ィネーター」が必要になります。被災者の困りごととボランティアを結ぶ調整役となり、復興のお手伝いをす
るのが、災害ボランティアコーディネーターです。
地域事情を知っている人がコーディネーターとなることで、支援活動はより円滑に進みます。災害ボランテ
ィアセンターの運営には、地域の皆さんの力が必要不可欠なのです。
また、災害ボランティアコーディネーターの役割は、被災者のニーズ把握から、ボランティアの受付、送り
出し、さらにはスコップや一輪車といった資機材の貸出まで多岐にわたります。そのため、本講座では、講義
と実習を通して、それぞれのセクションでの運営の仕方について学びました。

高浜市社会福祉協議会
電話：52-9882

ボランティアひろばセンターてとてとて

FAX：52-4100
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メール：tetotetote@takahama-shakyo.or.jp

＊ 求人募集 ＊
みどり学園なかよし教室
発達のゆるやかなお子さんの、発達にみあった遊び、運動、身の回りのことなど様々
な療育活動を行っていただきます。
お子さんの成長や発達の不安・心配事について、保護者と一緒に考え、活動する母子
通園施設です。

！
あり
与
賞
！
！
完備
保
社

■勤務時間：週５日間（月〜金）８
：
３０〜１６
：
００の間で６時間
■休
日：土日祝（イベント等により出勤あり 代休）
■資
格：保育士
■時
給：１，０３０円
■手
当：通勤手当（２km〜）

無資格、短時間での募集も行っております。内容についてはお問い合わせください★

グループホーム あ・うん
定員６名のアットホームな認知症グループホームで、利用者の介護に携わっていただ
きます。主に、食事・入浴・排泄介助などの身体介助や、食事作り・掃除・洗濯などの
生活介助がお仕事です。
■勤務時間：１日の中で７時間４５分勤務（夜勤は１２時間勤務となります）
週２日程度
■休
日：シフト制による
■資
格：特に問いません
（介護福祉士、介護職員初任者研修等、介護に関する資格をお持ちの方は、
時給・手当等が変わる場合があります）
■時
給：平日９２６円 土日祝日９９０円
■手
当：通勤手当（２km〜）、処遇改善手当６，５００円
夜勤ができる方大歓迎！時間等詳細については、お問合せください★

ご寄附

広報紙「ふくし」
は財源の一部に赤
い羽根共同募金配
分金を受けて発行
しています。

永柳和枝、マルハン高浜店、
豊田自動織機労働組合L&F支部、
マリオン高浜店・平成31年高浜午未会
（順不同、敬称略）

社会福祉法人

編集
発行

ありがとう
ございました

高浜市社会福祉協議会

〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地
TEL：0566−52−2002 FAX：0566−52−4100
E-mail：info@takahama-shakyo.or.jp
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