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※金額等は平成29年度の実績です。

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。

お祭りで行う「イベント募金」への
ご協力もお願いします。

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。

平成30年度目標額　5,050,000円

たくさんの
ボランティア

愛知県共同募金会

高浜市
共同募金委員会

高浜市の町を
良くする活動

寄付金

4,939,589円

送金

4,939,589円

配分（約82％）

4,041,589円

配分（約18％）

898,000円

会社 商店 学校 家庭 街頭

愛知県内の社会
福祉施設の整備
や福祉事業に

積立 拠出金

災害等
準備金

中央共同
募金会

【被災地】
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

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」

共同募金のながれ

【期　間】10月1日（月）～12月31日（月）

11月2５日（日）

10月20日（土）
10月14日（日）

10月2８日（日）
11月 ４日（日）

10月 6日（土）
日程

10月13日（土）
10月 ７日（日）

吉 浜 八 幡 社 祭 礼

春 日 神 社 祭 礼

吉 浜 神 明 社 祭 礼

春 日 神 社 祭 礼

実施場所

高 取 神 明 宮
わくわくフェスティバル
農 業 ま つ り

鬼 み ち ま つ り
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協力法人　（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。

AKAIHANE KYOUDOU BOKIN

「ふくし」のまちづくりに役立てられています！！
皆さまからご協力いただく募金は、「じぶんの町を良くするしくみ」

として、平成30年度に以下の事業に活用する予定です。

共同募金の使い道

車いす専用車両「こころん号」貸出事業
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。）

※他にもわくわくフェスティバル
（Ｐ4～5参照）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。

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
いすの貸し出しを行ってい
ます。
（※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。） 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。

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
学習支援事業の中で、子どもたちの
食事作りをして下さっているボラン
ティアさんへ支援を行っています。

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。

㈱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、クロダイト工業㈱、小島耐火㈱、㈱堺屋、三州野安㈱、
三州フリット㈱、㈱ジェイテクト、㈱松鶴園、宗教法人常照院、㈱神清、新東㈱、㈱スギヤスエンタープライズ、スミヤ精機
㈱、㈱瀬川化学工業、創嘉瓦工業㈱、大昇運輸㈱、高浜電工㈱、高浜工業㈱、ダブルイー㈱、都築建設工業㈱、㈱ティ・エ
ス・シー、㈱デリカシステム、デンソー機工㈱、㈱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）

福祉実践教室の様子

イベント募金
赤い羽根協力店

計
その他

職域募金

戸別募金
法人募金
学校募金

4,939,589
45,114

平成29年度実績額

638,000
3,650,800

種別 募金額（円）

97,599

65,973
303,697
138,406
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高浜市
わくわくフェスティバル準備中！

高浜市
わくわくフェスティバル準備中！

もっとつながれ“話・輪・和”
～つながりの輪は∞（無限大）～

もっとつながれ“話・輪・和”
～つながりの輪は∞（無限大）～

もっとつながれ“話・輪・和”
～つながりの輪は∞（無限大）～

平成30年度テーマ

11月4日●日
9：30 スタ

ート

いっしょに●話 そう ●ち いきで　●し っかり　●き きへ備えよう！

今年もみんなとつながる実行委員会企画を紹介します今年もみんなとつながる実行委員会企画を紹介します

高浜伝統のチャラポコで、つながりを体験しませんか？
来場者の皆さん、出展者の皆さん、大人も子供も、踊れ
る方も、踊ったことがない方も輪になって、みんなでチャ
ラポコを踊ります！！ぜひ参加してね♪

＊予約不要、飛び込み参加大歓迎！

災害が起こった時、普段の当たり前に使っているものが、
壊れて使えない…お店もやっていなくて手に入らない…
そんな時、家にあるもので簡単に作れたら！？そんな知
識を身につけてみませんか？
ビンゴやワークショップを通して、友達や家族と一緒に、
災害時役立つ使い方を学び、実際に作ってみましょう！

ステージ企画 つながるチャラポコ

［ビンゴ実施時間］　①１０：００～　②１１：００～　
③１２：００～　④１３：００～

［開　催　場　所］　3階　ミーティングルーム
★お土産を用意して、皆さんの参加を待っています★

［開 催 時 間］　14：３5～1４：５0
［開 催 場 所］　いきいき広場正面ロータリー

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！！

～普段の生活で使うものって、
災害時こんな使い方

できるんだ？！～
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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

問合せ先

高浜市ではますますボッチャが広がっています。平成29年に開催
された、たかはまボッチャ競技大会の参加チームは、なんと54チ
ームと年々増加しています。もっともっとたくさんの方にボッチャ
を楽しんでいただきたくて、今年は新たな企
画をご用意しました。
名付けて「ボッチャ普及大作戦Part2」あな
たのボッチャの腕前を測定しちゃいます。

人とのつながりの●輪 ～「いつでも　どこでも　だれでも」楽しめる
ボッチャ普及大作戦～

応募したレシピを参考に、「料理好き」の幅広い世代の方たちが、
ワンデイ（１日）シェフになって、料理を提供するレストランです。
これを機会に仲間を増やし、おいしいご飯を食べながら、おしゃべ
りをして和みませんか。
［開催時間］10：00～14：00
［開催場所］2階　いきいきホール
［料　　金］ランチ500円

コーヒー100円・ドルチェ（デザート）100円
※ランチはチケットが必要となります。

みんなで●和 もう ～ボランティア活動を広げよう～
「わくわくカフェレストラン」

 わくわくフェスティバル特別企画ボッチャ段位認定大会 
たかはまボッチャ普及推進委員会では段位認定制度を検討しています。ボッチャ普及推進委員会協力のもと、
まず試行的にわくわくフェスティバル限定の技能測定企画を考えました！あなたの腕前を試してみませんか？
［開催時間］1０：００～1４：０0
［開催場所］３階　健康ホール
ボールに近づけたり、ボールをはじいたり…ボッチャの上達に必要な２通り
の投げ方で、合計２４球投げて等級ごとにボッチャの段位を認定。
チャレンジした方には、もれなく段位の数字の書かれた缶バッジをプレゼン
ト！あなたは何級？
腕に自信のある方、ぜひチャレンジしてみてください。
同時に、ボッチャ体験コーナーも開催していますので、お気軽にお立ち寄りください。

前売りチケット発売！！ 
［日　　時］１０月２２日（月）　午前１０：００～　※完売後終了します。
［料　　金］1枚　500円／限定60枚（１人４枚まで）
［販売場所］社会福祉協議会（春日町五丁目165番地）（いきいき広場３階）

中央児童センター（稗田町二丁目3番地7）
宅老所あっぽ　　（田戸町三丁目8番地21）

［問合せ先］担当：高木・鈴木

◉ 前売りチケット発売！！ ◉
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平成30年度テーマ

11月4日●日
9：30 スタ

ート

いっしょに●話 そう ●ち いきで　●し っかり　●き きへ備えよう！

今年もみんなとつながる実行委員会企画を紹介します今年もみんなとつながる実行委員会企画を紹介します
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＊予約不要、飛び込み参加大歓迎！

災害が起こった時、普段の当たり前に使っているものが、
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災害時役立つ使い方を学び、実際に作ってみましょう！

ステージ企画 つながるチャラポコ

［ビンゴ実施時間］　①１０：００～　②１１：００～　
③１２：００～　④１３：００～

［開　催　場　所］　3階　ミーティングルーム
★お土産を用意して、皆さんの参加を待っています★

［開 催 時 間］　14：３5～1４：５0
［開 催 場 所］　いきいき広場正面ロータリー

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！！

～普段の生活で使うものって、
災害時こんな使い方

できるんだ？！～
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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

問合せ先

高浜市ではますますボッチャが広がっています。平成29年に開催
された、たかはまボッチャ競技大会の参加チームは、なんと54チ
ームと年々増加しています。もっともっとたくさんの方にボッチャ
を楽しんでいただきたくて、今年は新たな企
画をご用意しました。
名付けて「ボッチャ普及大作戦Part2」あな
たのボッチャの腕前を測定しちゃいます。

人とのつながりの●輪 ～「いつでも　どこでも　だれでも」楽しめる
ボッチャ普及大作戦～

応募したレシピを参考に、「料理好き」の幅広い世代の方たちが、
ワンデイ（１日）シェフになって、料理を提供するレストランです。
これを機会に仲間を増やし、おいしいご飯を食べながら、おしゃべ
りをして和みませんか。
［開催時間］10：00～14：00
［開催場所］2階　いきいきホール
［料　　金］ランチ500円

コーヒー100円・ドルチェ（デザート）100円
※ランチはチケットが必要となります。

みんなで●和 もう ～ボランティア活動を広げよう～
「わくわくカフェレストラン」

 わくわくフェスティバル特別企画ボッチャ段位認定大会 
たかはまボッチャ普及推進委員会では段位認定制度を検討しています。ボッチャ普及推進委員会協力のもと、
まず試行的にわくわくフェスティバル限定の技能測定企画を考えました！あなたの腕前を試してみませんか？
［開催時間］1０：００～1４：０0
［開催場所］３階　健康ホール
ボールに近づけたり、ボールをはじいたり…ボッチャの上達に必要な２通り
の投げ方で、合計２４球投げて等級ごとにボッチャの段位を認定。
チャレンジした方には、もれなく段位の数字の書かれた缶バッジをプレゼン
ト！あなたは何級？
腕に自信のある方、ぜひチャレンジしてみてください。
同時に、ボッチャ体験コーナーも開催していますので、お気軽にお立ち寄りください。

前売りチケット発売！！ 
［日　　時］１０月２２日（月）　午前１０：００～　※完売後終了します。
［料　　金］1枚　500円／限定60枚（１人４枚まで）
［販売場所］社会福祉協議会（春日町五丁目165番地）（いきいき広場３階）

中央児童センター（稗田町二丁目3番地7）
宅老所あっぽ　　（田戸町三丁目8番地21）

［問合せ先］担当：高木・鈴木

◉ 前売りチケット発売！！ ◉
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高齢化が進む中、さまざまな支援を必要とする高齢者が増加することが予想され、介護保険制度
を始めとした現行制度だけで支えることが困難になってくると思われます。
高浜市社会福祉協議会は、高浜市から「生活支援体制整備事業」を受託し、生活支援コーディネ
ーターを配置し、元気な高齢者はもちろん、支援や介護が必要になっても自分らしく地域の中で暮
らし続け、社会参加ができる地域づくりを地域の方と一緒に推進していきます。

生活支援コーディネーターが
住民主体の支え合い活動のお手伝いをします！

～高浜市生活支援体制整備事業～

地域の皆さんと一緒に支え・支え合いの仕組を考えます

生活支援コーディネーターってなに？
小学校区ごとの集いの場に参加し、地域の方と一緒に地域（ボランティア、ＮＰＯ，民間企業、協同
組合等）住民による支え・支え合いの仕組をお手伝いします。

※　高浜市では、生活支援コーディネーターをコミュニティーソーシャルワーカー（ＣＳＷ）と呼んでいます。

●市内のさまざまな活動の周知に取り組みま
す。

●新たな活動の開発に取り組みます。

●担い手の活動の場の発掘や調整を行います。
●今ある活動の活性化や担い手の養成をしま
す。

●ニーズとサービスのマッチングを行います。
●関係者のネットワークづくりに取り組みま
す。
●地域づくりの話合い、活動の場に出かけます。

●社会資源の把握
●生活支援ニーズの把握・共有
●困りごとに対する情報提供
●担い手の育成・発掘

●地域の中にある活動・取組みを把握し、課
題を調べます。

困りごとに対する情報提供

担い手の育成・発掘
生活支援ニーズの把握・共有

調査・説明・提案 地域の話合い、活動の場

社会資源の把握

町内会

健康自生地

民生児童委員

地域の活動団体 等 シルバー人材
センター

民間企業

まちづくり協議会

地域

生活支援
コーディネーター
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「今は元気だけど、将来認知症や老化により契約行為や財産管理ができなくなったらどうしよう…。代わりに
支援してくれる人がほしい。」
任意後見制度は、判断能力が不十分になる前に将来に備えて、判断能力が低下した時の施設入所等の契約行為
や、財産管理に関する支援を信頼できる人（支援者）に依頼し、当事者間で支援内容を契約で結ぶ制度です。

契約時に本人と支援者（任意後見人）間で合意した特
定の法律行為に関して、支援者（任意後見人）が本人
に代わって行います。（代理権の付与）
具体的には、預貯金の管理・年金管理・公共料金の支
払い・病院の入院手続き等を行います。

任意後見人には、同意見、取消権は付与さ
れません。
※同意権：たとえば、本人が行う賃貸借契

約に同意する事などです。
※取消権：たとえば、本人が行った賃貸借

行為を取り消す事などです。

● 任意後見制度とは？ ●

～任意後見制度について～

● 支援者（任意後見人）の業務 ●

任意後見制度に い任任意任意意意意意任任任任任意意意意意意任任任任任意後後後後後後見見見見後後後後後後 度度度度制制制制制制度度度制制制制制見 度度度ににににに度度度 いいいいい

権利擁護と成年後見制度権利擁護と成年後見制度権利擁護と成年後見制度
け んりようご

シリーズ
権利擁護
シリーズ
権利擁護
vol.21

● 任意後見制度利用の流れ ●
①公証役場で本人
と支援者が任意
後見契約を結ぶ。

②本人の判断能力
が低下。

③家庭裁判所が任
意後見監督選任
人を選任する。

・契約の際、公証人が
同席します。公証人
が契約内容を公正証
書に残します。

・支援者には、実の子、
義理の子、親しい隣
人、法人、弁護士等を
選ぶことができます。

本人の判断能力が低
下した時点で、本
人・配偶者・４親等
内の親族・任意後見
受任者（本人と契約
を結んだ支援者）が
家庭裁判所に申立て
を行います。

家庭裁判所が選任した任意後見監督人
が支援者（任意後見人）の仕事をチェ
ックします。

④任意後見契約を
結んだ支援者
（任意後見人）
による支援が開
始。

※詳しくは、下記家庭裁判所ホームページをご確認下さい。 
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_09_02/ 

公証人本人 本人

本人

裁判所

任意後見
監督人

支援者 支援者
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田戸町にある高浜南部保育園は０歳児から５歳児までの子どもが通園している保育園です。保育園には
デイサービスが併設されており二つの施設がつながっているため、園児がデイサービスへ行ったり、デイ
サービスの方が保育園に来たりなどお互いが行き来しやすく、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。また南部まちづくり協議会の方には、洲崎公園にあるふれあい農園で、野菜作りや育てた野菜の収
穫体験をお手伝いしてもらい、自然とふれあう機会もたくさんあります。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していけるようにサポートしています。

高浜市社会福祉協議会の事業所紹介

高浜南部保育園高浜南部保育園

園庭開放を月に1回行い園外親子の方をお招きしています。
保育園の見学もできますのでぜひお越しください。
【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

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、野菜の苗植え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。
・七夕会、流しそうめん、ハロウィン、餅つきなどを行い、子どもたちが季節の行事を経験
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、異年齢のかかわりがもてる行事が
あります。

季節の
行事や

異年齢
の交流

地域の方やお年寄り
との交流

夏に年長組が太鼓＆ダンスを
披露しました♪
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第5回 たかはま今年も

やりま
す!!今年も

やりま
す!!今年も

やりま
す!!す

ボッチャ大会ボッチャ大会ボッチャ大会

B o c c i a

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
「ボッチャ」。
2020年の東京パラリンピックの種目にもなっています。
このボッチャを皆さんに楽しんでいただくために今年も大会を開催します。
ルールを知らない方でも簡単に覚えられます。
みなさんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！！

【日　　時】　平成30年11月2４日（土）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（チームの中から３名が参加）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ＦＡ

Ｘ、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　平成30年10月15日（月）から
平成30年11月 9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）
電話（0566）54-3009　ＦＡＸ（0566）52-7918
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田戸町にある高浜南部保育園は０歳児から５歳児までの子どもが通園している保育園です。保育園には
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穫体験をお手伝いしてもらい、自然とふれあう機会もたくさんあります。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していけるようにサポートしています。

高浜市社会福祉協議会の事業所紹介

高浜南部保育園高浜南部保育園

園庭開放を月に1回行い園外親子の方をお招きしています。
保育園の見学もできますのでぜひお越しください。
【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

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、野菜の苗植え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。
・七夕会、流しそうめん、ハロウィン、餅つきなどを行い、子どもたちが季節の行事を経験
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、異年齢のかかわりがもてる行事が
あります。

季節の
行事や

異年齢
の交流

地域の方やお年寄り
との交流

夏に年長組が太鼓＆ダンスを
披露しました♪
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第5回 たかはま今年も

やりま
す!!今年も

やりま
す!!今年も

やりま
す!!す

ボッチャ大会ボッチャ大会ボッチャ大会

B o c c i a

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
「ボッチャ」。
2020年の東京パラリンピックの種目にもなっています。
このボッチャを皆さんに楽しんでいただくために今年も大会を開催します。
ルールを知らない方でも簡単に覚えられます。
みなさんお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！！

【日　　時】　平成30年11月2４日（土）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（チームの中から３名が参加）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ＦＡ

Ｘ、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/）
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碧海５市（碧南・刈谷・安城・知立・高浜）の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組みを進めています。　
その取り組みの一つとして、災害ボランティアセンターの基本的な知識を身につけていただき、

災害時には地域の復興支援を推進する役として活躍していただくことを期待し、毎年持ち回りで
この養成講座を開催しています。今年は７月２９日、８月１１日の全２日間で、高浜市のいきい
き広場２階ホールにて開催、高浜市２３名を含む５３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、兵庫県立大学減災復興政策研究科　阪本真由美准教授を講師にお招き

し、【自助・共助】をテーマに講演会を開催。養成講座受講者の方を含む約９０名の方にご参加
いただきました。
多数の方のご参加、ありがとうございました。

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運営には、地域の皆さんの力が必要なのです。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、資機材の貸
出まで多岐にわたります。

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とは？

○普段から自分の身を守ることを意識し、助ける側になりたいと感じた。
○講座を通し、災害の深刻さを感じた。決して他人ごとではないと思いました。
○この講座を受講し、今後コーディネーターとして何をすべきか考える良い機
会になった。

参加者
の声

平成30年度

講座の様子

報告

平成30年度
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≪作り方≫
①　炊飯器に水気を切った米・水・⒜を加え軽く混ぜ、さば缶、にんじん、しょうがを加えて炊く。
②　器に盛り付け、刻みのりをちらす。

さばの炊き込みご飯

≪材料≫　２人分
・米……１合　・水……160㏄　・さば水煮缶……１缶
・にんじん（せん切り）……20g　・しょうが（せん切り）……10g　・刻みのり……適量
・⒜しょうゆ……小さじ１　・⒜酒……大さじ１　・⒜塩……少々

今回のレシピは･･･

高浜高校
です。

今回のレシピは･･･

高浜高校
です。

今回のレシピは･･･

高浜高校
です。

宅老所（介護予防拠点施設）は、おおむね６５歳以上の方たちがおしゃべり
や食事をしながら、楽しく過ごしてもらう場所です。
そちらで提供される昼食は、地域のボランティアさんが中心となって食事作

りをして下さっています。その食事作りを一緒にしてみませんか？」

宅老所 昼食作りボランティア募集！

一度お話を聞いてみたい方、見学をしてみたい方、どなたでもお気軽にご連絡下さい。
【問合せ先】高浜市社会福祉協議会（高浜市春日町五丁目１６５）電話（０５６６）５２－２００２

宅老所で食事作りのボランティアをしませんか？！

宅老所
今日の献立
vol.28

宅老所
今日の献立
vol.28
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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：0566－52－2002　FAX：0566－52－4100
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。

編 集
発 行

善意をありがとうございました
桒原 一幸、コカ・コーラボトラーズジャパン㈱、チャレンジサポートたかはま

豊田自動織機労働組合L＆F支部、永柳 和枝、マリオン高浜店（敬称略）

臨時職員募集臨時職員募集

夜勤できる方！
早朝、夜間帯勤務ができる方！

★大歓迎★

夜勤急募!!

介護

子育て ★延長パート★
（高浜南部保育園又は中央保育園）

保育園での延長時間の勤務です。
無資格の方でもＯＫです。
【時　間】１5：3０～１８：００
【休　日】土日祝、年末年始
【給　与】時給 ９２０円
（保育士資格をお持ちの方も歓迎します）

★フルタイムパート★
（高浜南部保育園又は中央保育園）

保育園でのフルタイムパート勤務です。
早出、遅出可能な方歓迎します！

【時　間】早出 ７：３０～１６：１５
通常 ８：３０～１７：１５
遅出 １０：３０～１９：１５

【休　日】週休２日、年末年始
【資　格】保育士
【給　与】月額 １７２，４００円（４年目昇給）
※賞与(約２ヶ月分)、社保完備

★グループホームあっぽ★
（高浜市田戸町三丁目８番地２１）

地域共生型福祉施設の中にある２ユニット１８
人が居住するグループホームです。一軒の長屋に
住んでいるような雰囲気の中で、一人ひとりの生
活を大切にしたケアをします。

★グループホームあ・うん★
（高浜市芳川町三丁目１番地９）

入居者６名のアットホームな古民家グループホ
ームです。一人ひとりの想いや希望に合わせた対
応をしています。

認知症グループホームで、入居者の日常生活の介護全般を行っていただきます。
・身体介助…食事、入浴、排せつ介助など
・生活介助…食事作り、掃除、洗濯など
・レクリエーションや外出介助など

【時　間】００：００～２３：５９の間で応相談
【時　給】有資格　平日 ９００円　土日祝 １，０００円

無資格　平日 ８９８円　土日祝 ９９０円
【手　当】処遇改善手当　６，５００～３３，０００円／月

（週の勤務時間数や資格の有無によって変わります）
資格手当 １，５００～３，０００円（介護福祉士、ケアマネ等）
※勤務に応じて、雇用保険や社会保険等の各種保険に加入できます。
※夜勤については、夜間手当がつきます。

週３０時間以上の
勤務で

賞与支給対象♪
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