
高浜市社会福祉協議会だより

題字／日展会友　井野吟紅氏

令和 4年 12月１日

第118号

　３年ぶりにわくわくフェスティバルを開催することができました。32 の福祉団体が参加し、地域の
方とつながり、自分たちの福祉活動を PR しました。
　また、開催にあたっては、7 つの団体、企業様に物品の寄付、当日のボランティア活動にご協力いた
だきました。
　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

11/6
（日） わ わく く第11回 高浜市　　　　 フェスティバル開催

手話ブースにて

※わくわくフェスティバルの写真は、ボランティアの村松さん、廣田さん、福島さんにご協力いただきました。
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　今年度も児童生徒作品コンクールに、たくさんのご応募いただきありがとうございました。
　作品コンクールは小・中学生を対象に、書道やポスター作成を通じて、安心して暮らせる地域にす
るための地域福祉活動や、社会福祉に対する理解を一層深め、助け合いの心を育成するために毎年実
施されています。
　ご応募いただいた作品の中から、優秀作品を以下の日程で展示しております。是非ご覧ください。

▶ 11 月 17 日 ( 木 ) ～ 12 月　5 日 ( 月 )　10：00 ～ 20：00　　　　Ｔぽーと 1 階 南出入口付近

▶ 12 月　7 日 ( 水 ) ～ 12 月 28 日 ( 水 )　平日　8：30 ～ 21：00　　いきいき広場２階　ロビー
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　土曜　8：30 ～ 17：00　　

　赤い羽根共同募金活動は、町内会や学校募金を通じて行われる他、地域のイ
ベントや街頭等でみなさまにご協力を呼びかけています。
　今年は３年ぶりに行われたおまんと祭りや、農業まつり、わくわくフェス
ティバル等でも募金活動を行いました。また、イベント主催者、募金ボランティ
アのみなさまをはじめ、多くの方々にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
ご協力いただいた募金は、市民の方が無料で借りられる車いすの購入や修理、
また、市内の各学校で行われる福祉教室の費用として活用されます。

　地域の安全を見守る為、赤い羽根共同募金の助成を受け、地域共生型福祉
施設あっぽに防犯カメラを設置しました。あっぽの前（いきいきバス バス停
付近）の道路に向けて設置することで、地域の皆様が安心して生活が送られ
るよう役立てられます。

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール
入賞作品の展示のご案内入賞作品の展示のご案内

街頭募金・イベント募金を実施しています街頭募金・イベント募金を実施しています

１２月７日（水）１０：００～１２：００
Tぽーと　東側入り口（建物内）

にて、街頭募金を行います。
ご協力よろしくお願い申し上げます。

第74回

防犯カメラを設置しました防犯カメラを設置しました
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・同時開催企画の防災フォーラム参加者は、楽しみながら防災について学んでいました。

・非常に盛り上がった特設ステージ

・来場者との楽しい交流

・赤い羽根作品の優秀者を表彰

次回　３月１日号にて、改めてわくわくフェスティバル
の様子をお伝えします。

・ボランティアさん
楽しみながら活動をしていただけました

・参加団体は積極的に自分たちの活動を
地域へPRしていました

・長年、高浜市のために
頑張っていただいたみなさんに感謝状贈呈

わ わく く
第11回 高浜市高浜市

フェスティバルフェスティバル
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ボランティアセンターに登録中の２グループをご紹介します。
興味がある方は、ボランティアセンターまでお問合せ下さい。

毎週火・木曜日 １３：００～１６：０0　土・日曜日 １０：００～１６：００
地域交流施設　たかぴあ

第1日曜日　９：３０～１３：３０
宅老所じい＆ばあ

　本棚や木製のおもちゃなど木工を用いて、ものづ
くりの楽しさを伝えています。
　立上げ当初は、高齢者の介護予防施設として活動
が始まりましたが、現在は高齢者に限らず親子連れ
の方など幅広く利用されています。取材日も親子連
れの方が来所し、スタッフが親子連れの利用者に糸
のこ盤を用いて、危険のないように手順をおって使
い方を丁寧に説明していました。
　自宅ではなかなか作れない作品をつくる楽しいひ
とときと満足感が体験できます！

　市内５カ所にある宅老所のうち「宅老所　じい＆
ばあ」利用者の食事づくりを行っています
２００６年から活動が始まり、今年で１６年目にな
ります。活動メンバーは、元々ヘルパーを経験され
た方々であり、仲良しメンバーで和気あいあいと活
動をされています。
　メニューは、毎回メンバーで話し合って決めてお
り、季節の食材を使って調理します。取材当日は、
色鮮やかな料理が並び、食欲をそそるラインナップ
となっていました。利用者も食事を楽しみに来所さ
れる方が多くいらっしゃいます。

ボランティアセンター

あかおにどん

宅老所食事づくりボランティア
カサブランカ

活動内容

活動内容

活 動 日

活 動 日

活動場所

活動場所

糸のこの使い方を説明している様子

完成した料理とボランティアメンバーの皆さん
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申込み
問合せ

高浜市社会福祉協議会　ボランティアセンターてとてとて
TEL：52-9882　FAX：52-4100　メール：tetotetote@takahama-shakyo.or.jp

ボランティア交流会ボランティア交流会
「井戸端会議」「井戸端会議」開催開催

参加者
募集

　ボランティア活動に興味がある仲間で繋がりをより深め、さらに活動を広めていくことを目的に
開催します。
　コロナ禍でいまだ厳しい状況が続きますが、感染対策を徹底しつつ、活動を再始動するボランティ
アの方が少しずつ増えています。
　現在ボランティア活動中の方や、これからボランティアデビューをしたいと考えている方など、
個人・団体問わずに気軽にご参加ください。

日　時　　令和５年３月１１日（土）１０時００分～１２時００分
（受付 9 時３０分～）

場　所　　いきいき広場  ２階  いきいきホール
内　容　　ボランティア同士の交流会
参加費　　無料
対　象　　ボランティアに興味のある方ならどなたでも
定　員　　１５名程度（定員に達し次第、申込を終了させていただきます）
持ち物　　飲み物
申込期間　２月 1 日（水）～２月２８日（火）
申込方法　 電話・FAX・窓口にてお申込み下さい。（高浜市社会福祉協議会ボランティア

センターホームページより、申込用紙がダウンロードできます）

写真は、過去の様子です。

※ 新型コロナウイルスの感染症対策に
より、団体でお申込みの方は、１団
体につき 2 名までの参加とさせてい
ただきます。

※ 当日はマスク着用のご協力をお願い
します。

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります。
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日　　時：２日間コース（２日間の内容全てを受講された方に修了証をお渡しします）
　　　　令和５年２月１２日（日）１０：００～１６：００

　　　　令和５年２月１８日（土）１０：００～１６：００

　今後発生すると言われている南海トラフ巨大地震をはじめ、その他の自然災害への日頃からの備えのひ
とつとして、被災時の近隣市間での連携が不可欠です。そこで、碧海５市の社会福祉協議会では、毎年協
働で災害ボランティアコーディネーターを育成し、被災時や復興支援時における地域の困りごとに対応で
きるよう、広域で助け合うこともできる体制をめざしています。令和 4 年度も碧海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すので、ぜひご参加ください。
　なお、今年度は高浜市での開催になります。

 ■公開講演会：平時・災害時に私たちができること～自助・共助の視点から～
講　師：認定 NPO 法人レスキューストックヤード　浦野　愛 氏　

（公開講演会のみ参加を希望される方は、zoom 視聴または会場参加可能です）

■災害ボランティアセンターの設置について
講　師：高浜市防災防犯グループ

■災害ボランティアセンターの流れについて
 講　師：刈谷防災ボランティア　山下 克昭 氏

　　　　　　碧海５市社会福祉協議会

■災害ボランティアセンター模擬演習　
講　師：刈谷防災ボランティア　山下 克昭 氏

■ワークショップ＆交流会
講　師：刈谷防災ボランティア　山下 克昭 氏

申込み
問合せ

ボランティアセンターてとてとて（高浜市社会福祉協議会）
TEL：52-9882　FAX：52-4100   メール：tetotetote@takahama-shakyo.or.jp

令和4年度 碧海５市碧海５市
災害ボランティアコーディネーター養成講座災害ボランティアコーディネーター養成講座

※新型コロナウイルスの感染状況により、中止となる場合があります。

参加者募集！

『災害ボランティアコーディネーター』とは
　「災害ボランティアセンター」は、大規模な災害が発生した時、地域の災害ボランティア活
動を進めるための拠点として開設されます。そこで、被災者の困りごととボランティアをつな
ぐ役割として運営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』になります。

場　　所：高浜市  いきいき広場  ２階  いきいきホール（高浜市春日町 5 丁目１６５）
対　　象：碧海５市（碧南・安城・知立・高浜・刈谷市）在住・在学・在勤の方
定　　員：４０名程度
申込期間：令和５年１月１０日（火）～３１日（火）
受 講 料：無料



高浜市社会福祉協議会 『ふくし』 vol.118（R4.12.1）7

法定後見制度法定後見制度～成年後見人等の業務～～成年後見人等の業務～法定後見制度法定後見制度～成年後見人等の業務～～成年後見人等の業務～
Vol.40

シリーズシリーズ
権利擁護権利擁護

成年後見人等の業務～選任後
　成年後見人等は、選定後速やかに面談をし、ご本人がどのような生活をしているか、預貯金・保険・
不動産・負債などどのくらい財産を持っているかを調べて、抱えている問題や状況を把握し、ご
本人に合った生活のしかたやお金をどう使っていくかご本人の意思を確認しながら考えます。
　その後、金融機関等へ必要な届出を行い、後見人等事務の方針を立てた後、財産目録及び収支
予定表を作成し、家庭裁判所に提出します。

※財産目録とは……ご本人の預貯金や不動産などの財産がどれくらいあるかを記載した書面です。
※収支予定表とは…ご本人の収入と支出の予定について、生活状況を踏まえて記載した書面です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

成年後見人等の業務 成年後見人等の
業務に含まれないもの

ご本人の不動産や預貯金などの財産を管理
したり、ご本人の思いや生活の様子を考えて、
必要な福祉サービスを利用したり、年金を受
け取る為に必要な手続きを行ったりします。

食事の世話や入浴など実際の介助、病
院等などへの付き添い。

ご本人が悪徳業者にだまされて、必要のな
いものを買わされるなどのお金や契約のト
ラブルに巻き込まれた場合には、その契約
を取り消すことができる場合があります。
※ 与えられた権限により、取り消すことができる

行為が変わります。
※日常生活に関する行為は含まれません。

ティッシュなどの日用品の買い物の代
行、毎日のように自宅に来てもらうこ
とや話し相手になってもらうこと。

連帯保証人・身元保証人になること

ご本人の健康状態や暮らしぶり、預貯金や
不動産がどのくらいあるかについて、家庭裁
判所に報告します。（家庭裁判所が、 後見人
等が適切に事務を行っているか確認します）

（参考：法務省民事局パンフレット  ‐ いざという時のために知って安心　成年後見制度　成年後見登記制度 ‐ ）厚生労働省ホームページ　成年後見はやわかり（参考：法務省民事局パンフレット  ‐ いざという時のために知って安心　成年後見制度　成年後見登記制度 ‐ ）厚生労働省ホームページ　成年後見はやわかり

手術をする、しない等医療行為の決
定をおこなうこと。
※ 医療を受ける際の契約の締結は業

務に含まれます。

※  補助・保佐・後見の類型等ご本人の状況により※  補助・保佐・後見の類型等ご本人の状況により
業務内容は変わります。業務内容は変わります。

身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
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善意をありがとうございました善意をありがとうございました

編 集
発 行

社会福祉法人 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：52－2002　FAX：52－4100
E-mail：info@takahama-shakyo.or.jp

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。

   赤い羽根協力店は、「暮らしの中の共同募金」を目指し、地域のみ
なさんにとって身近な商店等に、募金箱やポスターを設置して頂く形
で、ご協力をいただいています。（50 音順）

小俣久江、高浜青年会議所、永柳和枝、マリオン高浜店（50音順、敬称略）

赤い羽根共同募金 ポスター・募金箱 設置協力店赤い羽根共同募金 ポスター・募金箱 設置協力店

商店等（48） 福祉施設（17） 公共施設等（22）
愛知県中央信用組合　高浜支店 高浜市シルバー人材センター いちごプラザ いきいき広場
あいち中央農業協同組合　吉浜支店 高浜馬場郵便局 老人保健施設　こもれびの里・高浜 かわら美術館
あいち中央農業協同組合　産直センター高浜 高浜吉浜郵便局 グループホームあ・うん 女性文化センター
EScafe ㈱ティ・エス・シー ケアハウス高浜安立 高取ふれあいプラザ
㈱青木堂 DCM ㈱高浜店 ケアハウス湯山安立 高浜エコハウス
おおでんちこ とんかつ懐石　こざくら 授産所高浜安立 高浜市役所
㈱おとうふ工房いしかわ 西尾信用金庫　高浜支店 全世代楽習館 高浜市立図書館
オレンジボックス ニューヤマザキデイリーストア　高浜豊田店 高浜市社会福祉協議会　ヘルパーステーション 高浜南部ふれあいプラザ
カネキチ　高浜店 パストランテ　オハナ 高浜南部保育園 高浜南部第2ふれあいプラザ
カフェ＆ベーカリーふるふる ㈲パピヨン 地域共生型福祉施設　あっぽ 高浜市地域交流施設  たかぴあ
Cafe Garden Pot バロー高浜店 チャレンジサポートたかはま 高浜ふれあいプラザ
カフェかみや ファミリーマート　高浜湯山町二丁目店 中央保育園 宅老所　いっぷく
カラオケハウス響 ガレット＆カフェ フェアリーハウス 特別養護老人ホーム　高浜安立荘 宅老所　こっこちゃん
牛門 碧海信用金庫　高浜支店 南部デイサービスセンター 宅老所　じぃ＆ばぁ
Cafe けやきの杜 碧海信用金庫　高浜中央支店 みどり学園 宅老所　悠遊たかとり
歳一六 碧海信用金庫　吉浜支店 養護老人ホーム高浜安立　デイサービスセンター 翼ふれあいプラザ
サガミ　高浜店 マリオン　高浜店 葭池デイサービスセンター 東海会館
酒ゃビック 八百甚 名古屋鉄道㈱　高浜港駅
シセイ塾　高浜校 ヤマナカ高浜店 名古屋鉄道㈱　三河高浜駅
㈱シンカ 山脇薬局 名古屋鉄道㈱　吉浜駅
鮨懐石　みどり リバーストーン 吉浜公民館
セブンイレブン 高浜呉竹町店 レストラン Omi 吉浜ふれあいプラザ
セブンイレブン 高浜二池町3丁目店 ローソン　三河高浜駅前店
泰生医院 ローソン　高浜呉竹町店

詳しくは左記 QR コードより、求人情報をご覧ください！ださい！

私たちと一緒に働きませんか？私たちと一緒に働きませんか？
高浜市社会福祉協議会では現在、
職員を募集しています。


