
令和元年7月1日  第86号 
編集・発行

美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

～障害があっても住みやすい町づくりを目指して～

第 86 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

5月9日(木)、河和中学校の「福祉の総
合学習」を皮切りに、今年度も小中学校で
の福祉教育が始まりました。
河和中学校では、1年生118名が視覚

障害や聴覚障害、発達障害、精神障害に
ついて学習し、児童や生徒が地域で暮ら
す障害者やその家族、支援者らから、日
頃のお話を聞いたり、交流を通じて地域
や生活についての課題を学び、その理解
を深めました。
「福祉の総合学習」を通じて次代を担う
子どもたちが、身近なところで地域福祉
に触れる機会も大事なことです。

視覚障害の理解

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

河和中学校「福祉の総合学習」

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめて
いただき、関連資料等もお持ちいただくとスムーズです。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題 (5)人権相談
(6)青少年問題 (7)行政に関する相談 (8)日常生活における悩みごと　(9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 7 月
 〃 8 月
 〃 9 月

7月10日（水）
8月14日（水）
9月11日（水）

7月24日（水）
8月28日（水）
9月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました
誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。

【平成31年4月1日より令和元年5月31日受付分まで】

◎加藤　照夫　様
◎加藤　照夫　様 ２０，０００円

官製ハガキ　２００枚

　耳の不自由な方への情報伝達手段の一つである「パソコン筆記」についての基礎的な技術（仕組みや専用ソフトの
使い方等）を学ぶと同時に、私たちが日頃あたり前に使っている「言葉」「日本語」の大切さやコミュニケーションにつ
いても学ぶことができる講座です。
　タッチタイピングが得意な人、パソコンをさわるのが好きな人、そのスキルが誰かの力になるかもしれません。全く
初めての方を対象とした講座です。ぜひご参加ください。

「パソコン筆記ボランティア養成講座（入門編） 」
受講生募集のお知らせ

パソコンのスキルを誰かのチカラに…パソコンのスキルを誰かのチカラに…

●日　時　令和元年7月26日～9月27日　毎週金曜日　全9回（8月16日は除く）
午前10時00分～12時00分

●会　場　ＪＡあいち知多 南知多営農センター（南知多町総合体育館隣）
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１

●対　象　ボランティア活動や意思疎通支援に関心があり、基本的なパソコン操作ができる方
●持ち物　筆記用具、ノートパソコン（Windows7以上のOS搭載）
●受講料　無料
●定　員　20名
●講　師　知多地区字幕支援連絡会
●主　催　南知多町・美浜町・武豊町の３町社会福祉協議会共催
●申込み　7月1日(月)～7月22日(月)　下記まで。

◎美浜町社会福祉協議会
　電話：0569-83-2066　ＦＡＸ：0569-82-5160　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp

視覚障害者への位置情報のサポート方法として、「クロックポジション」と言われる時計の針に例えて伝える手段があります。
テーブルを時計の文字盤に例えつつ、アイマスクを装着し、何時の方角に何があるかの体験を行いました。

「できない、または苦手なこと」を理解する体験として、軍手の指先の半
分まで手を入れた状態で服のボタンを留めたりしました。

発達障害の理解

ボランティア
育成事業の推進

地域福祉活動の推進

福祉団体事務局

共同募金運動及び配分金事業

児童福祉の推進・
福祉教育事業

地域包括支援センター事業

在宅福祉サービス

法人運営事業

・福祉サービス利用のお手伝い
・書類預かり
・金銭管理 など

・小・中学校福祉実践教室の開催
・各種ボランティア講座の開催
・ボランティアグループへの助成 など

第 86 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年7月1日 第 86 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

美浜町社会福祉協議会  新職員紹介

美浜町地域包括支援センター 社会福祉士野田　由美子
初めまして。4月1日より地域包括支援センターで社会福祉士として配属となりました。
美浜町の皆様が、住み慣れた地域で安心してくらしていけますよう、お手伝いをさせて
いただきます。信頼される職員になれますように努めたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

法人運営・地域福祉係 福祉活動専門員赤塚　雄太
初めまして。法人運営・地域福祉係に配属されました赤塚雄太です。本会事務局の新たな
一員として、皆様とともに新しいことにも挑戦していくことができたらと思っています。
今後、様々なことで支えていただくこともあるかと思いますが、地域を互いに盛り上げ
ていくことができるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

・生活福祉資金貸付事務
・心配ごと相談所の開設 など

・事業実施に係る事務諸費用 など

一般会員（一口）

施設会員（一口）

賛助会員（一口）

特別会員（一口）

一般会員
施設会員
賛助会員
特別会員

４,２７０,５００円合　　計

平成30年度　加入実績額

２,５４７,５００円
２０,０００円

１,１２３,０００円
５８０,０００円

・障害児者ふれあい運動会の開催
・保育所クリスマス訪問
・高齢者宅訪問事業 など

・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・ホームページの開設 など

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、サロンへの
　活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の
　開催
・ボランティアだよりの発刊  など

・心配ごと相談所の開設
・車いすの短期貸出事業
・金婚を祝う会
・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・保育所クリスマス訪問
・生活福祉資金及びくらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備  など

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスタ－･書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助  など

・小・中学校福祉実践教室
・優良児童及び生徒の表彰
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナルハンド
　ブックの作成
・おもちゃ図書館及びおもちゃ
　病院の開設  など

・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第１号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みの
　推進　など

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援）　など

・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～

の　だ

あかつか ゆう た

ゆ　み　こ
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美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

～障害があっても住みやすい町づくりを目指して～

第 86 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

5月9日(木)、河和中学校の「福祉の総
合学習」を皮切りに、今年度も小中学校で
の福祉教育が始まりました。
河和中学校では、1年生118名が視覚

障害や聴覚障害、発達障害、精神障害に
ついて学習し、児童や生徒が地域で暮ら
す障害者やその家族、支援者らから、日
頃のお話を聞いたり、交流を通じて地域
や生活についての課題を学び、その理解
を深めました。
「福祉の総合学習」を通じて次代を担う
子どもたちが、身近なところで地域福祉
に触れる機会も大事なことです。

視覚障害の理解

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

河和中学校「福祉の総合学習」

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめて
いただき、関連資料等もお持ちいただくとスムーズです。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題 (5)人権相談
(6)青少年問題 (7)行政に関する相談 (8)日常生活における悩みごと　(9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 7 月
 〃 8 月
 〃 9 月

7月10日（水）
8月14日（水）
9月11日（水）

7月24日（水）
8月28日（水）
9月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました
誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。

【平成31年4月1日より令和元年5月31日受付分まで】

◎加藤　照夫　様
◎加藤　照夫　様 ２０，０００円

官製ハガキ　２００枚

　耳の不自由な方への情報伝達手段の一つである「パソコン筆記」についての基礎的な技術（仕組みや専用ソフトの
使い方等）を学ぶと同時に、私たちが日頃あたり前に使っている「言葉」「日本語」の大切さやコミュニケーションにつ
いても学ぶことができる講座です。
　タッチタイピングが得意な人、パソコンをさわるのが好きな人、そのスキルが誰かの力になるかもしれません。全く
初めての方を対象とした講座です。ぜひご参加ください。

「パソコン筆記ボランティア養成講座（入門編） 」
受講生募集のお知らせ

パソコンのスキルを誰かのチカラに…パソコンのスキルを誰かのチカラに…

●日　時　令和元年7月26日～9月27日　毎週金曜日　全9回（8月16日は除く）
午前10時00分～12時00分

●会　場　ＪＡあいち知多 南知多営農センター（南知多町総合体育館隣）
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１

●対　象　ボランティア活動や意思疎通支援に関心があり、基本的なパソコン操作ができる方
●持ち物　筆記用具、ノートパソコン（Windows7以上のOS搭載）
●受講料　無料
●定　員　20名
●講　師　知多地区字幕支援連絡会
●主　催　南知多町・美浜町・武豊町の３町社会福祉協議会共催
●申込み　7月1日(月)～7月22日(月)　下記まで。

◎美浜町社会福祉協議会
　電話：0569-83-2066　ＦＡＸ：0569-82-5160　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp

視覚障害者への位置情報のサポート方法として、「クロックポジション」と言われる時計の針に例えて伝える手段があります。
テーブルを時計の文字盤に例えつつ、アイマスクを装着し、何時の方角に何があるかの体験を行いました。

「できない、または苦手なこと」を理解する体験として、軍手の指先の半
分まで手を入れた状態で服のボタンを留めたりしました。

発達障害の理解

ボランティア
育成事業の推進

地域福祉活動の推進

福祉団体事務局

共同募金運動及び配分金事業

児童福祉の推進・
福祉教育事業

地域包括支援センター事業

在宅福祉サービス

法人運営事業

・福祉サービス利用のお手伝い
・書類預かり
・金銭管理 など

・小・中学校福祉実践教室の開催
・各種ボランティア講座の開催
・ボランティアグループへの助成 など

第 86 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年7月1日 第 86 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

美浜町社会福祉協議会  新職員紹介

美浜町地域包括支援センター 社会福祉士野田　由美子
初めまして。4月1日より地域包括支援センターで社会福祉士として配属となりました。
美浜町の皆様が、住み慣れた地域で安心してくらしていけますよう、お手伝いをさせて
いただきます。信頼される職員になれますように努めたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

法人運営・地域福祉係 福祉活動専門員赤塚　雄太
初めまして。法人運営・地域福祉係に配属されました赤塚雄太です。本会事務局の新たな
一員として、皆様とともに新しいことにも挑戦していくことができたらと思っています。
今後、様々なことで支えていただくこともあるかと思いますが、地域を互いに盛り上げ
ていくことができるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

・生活福祉資金貸付事務
・心配ごと相談所の開設 など

・事業実施に係る事務諸費用 など

一般会員（一口）

施設会員（一口）

賛助会員（一口）

特別会員（一口）

一般会員
施設会員
賛助会員
特別会員

４,２７０,５００円合　　計

平成30年度　加入実績額

２,５４７,５００円
２０,０００円

１,１２３,０００円
５８０,０００円

・障害児者ふれあい運動会の開催
・保育所クリスマス訪問
・高齢者宅訪問事業 など

・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・ホームページの開設 など

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、サロンへの
　活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の
　開催
・ボランティアだよりの発刊  など

・心配ごと相談所の開設
・車いすの短期貸出事業
・金婚を祝う会
・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・保育所クリスマス訪問
・生活福祉資金及びくらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備  など

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスタ－･書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助  など

・小・中学校福祉実践教室
・優良児童及び生徒の表彰
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナルハンド
　ブックの作成
・おもちゃ図書館及びおもちゃ
　病院の開設  など

・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第１号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みの
　推進　など

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援）　など

・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～

の　だ

あかつか ゆう た

ゆ　み　こ



令和元年7月1日  第86号 
編集・発行

美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

～障害があっても住みやすい町づくりを目指して～

第 86 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

5月9日(木)、河和中学校の「福祉の総
合学習」を皮切りに、今年度も小中学校で
の福祉教育が始まりました。
河和中学校では、1年生118名が視覚

障害や聴覚障害、発達障害、精神障害に
ついて学習し、児童や生徒が地域で暮ら
す障害者やその家族、支援者らから、日
頃のお話を聞いたり、交流を通じて地域
や生活についての課題を学び、その理解
を深めました。
「福祉の総合学習」を通じて次代を担う
子どもたちが、身近なところで地域福祉
に触れる機会も大事なことです。

視覚障害の理解

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

河和中学校「福祉の総合学習」

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめて
いただき、関連資料等もお持ちいただくとスムーズです。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題 (5)人権相談
(6)青少年問題 (7)行政に関する相談 (8)日常生活における悩みごと　(9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 7 月
 〃 8 月
 〃 9 月

7月10日（水）
8月14日（水）
9月11日（水）

7月24日（水）
8月28日（水）
9月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました
誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。

【平成31年4月1日より令和元年5月31日受付分まで】

◎加藤　照夫　様
◎加藤　照夫　様 ２０，０００円

官製ハガキ　２００枚

　耳の不自由な方への情報伝達手段の一つである「パソコン筆記」についての基礎的な技術（仕組みや専用ソフトの
使い方等）を学ぶと同時に、私たちが日頃あたり前に使っている「言葉」「日本語」の大切さやコミュニケーションにつ
いても学ぶことができる講座です。
　タッチタイピングが得意な人、パソコンをさわるのが好きな人、そのスキルが誰かの力になるかもしれません。全く
初めての方を対象とした講座です。ぜひご参加ください。

「パソコン筆記ボランティア養成講座（入門編） 」
受講生募集のお知らせ

パソコンのスキルを誰かのチカラに…パソコンのスキルを誰かのチカラに…

●日　時　令和元年7月26日～9月27日　毎週金曜日　全9回（8月16日は除く）
午前10時00分～12時00分

●会　場　ＪＡあいち知多 南知多営農センター（南知多町総合体育館隣）
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１

●対　象　ボランティア活動や意思疎通支援に関心があり、基本的なパソコン操作ができる方
●持ち物　筆記用具、ノートパソコン（Windows7以上のOS搭載）
●受講料　無料
●定　員　20名
●講　師　知多地区字幕支援連絡会
●主　催　南知多町・美浜町・武豊町の３町社会福祉協議会共催
●申込み　7月1日(月)～7月22日(月)　下記まで。

◎美浜町社会福祉協議会
　電話：0569-83-2066　ＦＡＸ：0569-82-5160　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp

視覚障害者への位置情報のサポート方法として、「クロックポジション」と言われる時計の針に例えて伝える手段があります。
テーブルを時計の文字盤に例えつつ、アイマスクを装着し、何時の方角に何があるかの体験を行いました。

「できない、または苦手なこと」を理解する体験として、軍手の指先の半
分まで手を入れた状態で服のボタンを留めたりしました。

発達障害の理解

ボランティア
育成事業の推進

地域福祉活動の推進

福祉団体事務局

共同募金運動及び配分金事業

児童福祉の推進・
福祉教育事業

地域包括支援センター事業

在宅福祉サービス

法人運営事業

・福祉サービス利用のお手伝い
・書類預かり
・金銭管理 など

・小・中学校福祉実践教室の開催
・各種ボランティア講座の開催
・ボランティアグループへの助成 など

第 86 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年7月1日 第 86 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

美浜町社会福祉協議会  新職員紹介

美浜町地域包括支援センター 社会福祉士野田　由美子
初めまして。4月1日より地域包括支援センターで社会福祉士として配属となりました。
美浜町の皆様が、住み慣れた地域で安心してくらしていけますよう、お手伝いをさせて
いただきます。信頼される職員になれますように努めたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

法人運営・地域福祉係 福祉活動専門員赤塚　雄太
初めまして。法人運営・地域福祉係に配属されました赤塚雄太です。本会事務局の新たな
一員として、皆様とともに新しいことにも挑戦していくことができたらと思っています。
今後、様々なことで支えていただくこともあるかと思いますが、地域を互いに盛り上げ
ていくことができるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

・生活福祉資金貸付事務
・心配ごと相談所の開設 など

・事業実施に係る事務諸費用 など

一般会員（一口）

施設会員（一口）

賛助会員（一口）

特別会員（一口）

一般会員
施設会員
賛助会員
特別会員

４,２７０,５００円合　　計

平成30年度　加入実績額

２,５４７,５００円
２０,０００円

１,１２３,０００円
５８０,０００円

・障害児者ふれあい運動会の開催
・保育所クリスマス訪問
・高齢者宅訪問事業 など

・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・ホームページの開設 など

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、サロンへの
　活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の
　開催
・ボランティアだよりの発刊  など

・心配ごと相談所の開設
・車いすの短期貸出事業
・金婚を祝う会
・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・保育所クリスマス訪問
・生活福祉資金及びくらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備  など

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスタ－･書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助  など

・小・中学校福祉実践教室
・優良児童及び生徒の表彰
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナルハンド
　ブックの作成
・おもちゃ図書館及びおもちゃ
　病院の開設  など

・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第１号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みの
　推進　など

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援）　など

・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～

の　だ
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令和元年7月1日  第86号 
編集・発行

美浜町社会福祉協議会
美浜町北方一丁目1番地
　　　　  （美浜町福祉センター内）
電 話〈056 9〉8 3 － 2 0 6 6

社会福祉
法　　人

社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

◆この広報誌は、みなさまからお寄せいただいた社会福祉協議会費を財源に作成しております。

～障害があっても住みやすい町づくりを目指して～

第 86 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

5月9日(木)、河和中学校の「福祉の総
合学習」を皮切りに、今年度も小中学校で
の福祉教育が始まりました。
河和中学校では、1年生118名が視覚

障害や聴覚障害、発達障害、精神障害に
ついて学習し、児童や生徒が地域で暮ら
す障害者やその家族、支援者らから、日
頃のお話を聞いたり、交流を通じて地域
や生活についての課題を学び、その理解
を深めました。
「福祉の総合学習」を通じて次代を担う
子どもたちが、身近なところで地域福祉
に触れる機会も大事なことです。

視覚障害の理解

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

河和中学校「福祉の総合学習」

■ 相談内容の一例

■ その他
相談時間はお一人あたり30分程度となりますので、相談内容等をあらかじめまとめて
いただき、関連資料等もお持ちいただくとスムーズです。

(1)相続問題 (2)結婚・離婚の問題 (3)サラ金問題　　  (4)住宅・土地問題 (5)人権相談
(6)青少年問題 (7)行政に関する相談 (8)日常生活における悩みごと　(9)その他（財産・家庭不和・職業問題等）

■ 開設日・時間・会場 
第2水曜　午前9時～正午(受付11時30分まで) ：美浜町福祉センター
第4水曜　午前9時～正午（受付11時30分まで） ：野間公民館

　心配ごと相談所では、みなさまの心配ごとや困りごとについて 無料 で相談に応じています。秘密厳守
ですので、遠慮なくご利用ください。
　また、同相談所では弁護士による法律相談 も行っています。
事前の予約は不要ですので、相談日に直接会場にお越しください。

区　分
毎月第2水曜日 毎月第4水曜日

開 設 日 会　場 開 設 日 会　場
令和元年 7 月
 〃 8 月
 〃 9 月

7月10日（水）
8月14日（水）
9月11日（水）

7月24日（水）
8月28日（水）
9月25日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

あたたかいご寄付ありがとうございましたあたたかいご寄付ありがとうございました
誌上より厚くお礼申し上げると共に皆様にご報告申し上げます。

【平成31年4月1日より令和元年5月31日受付分まで】

◎加藤　照夫　様
◎加藤　照夫　様 ２０，０００円

官製ハガキ　２００枚

　耳の不自由な方への情報伝達手段の一つである「パソコン筆記」についての基礎的な技術（仕組みや専用ソフトの
使い方等）を学ぶと同時に、私たちが日頃あたり前に使っている「言葉」「日本語」の大切さやコミュニケーションにつ
いても学ぶことができる講座です。
　タッチタイピングが得意な人、パソコンをさわるのが好きな人、そのスキルが誰かの力になるかもしれません。全く
初めての方を対象とした講座です。ぜひご参加ください。

「パソコン筆記ボランティア養成講座（入門編） 」
受講生募集のお知らせ

パソコンのスキルを誰かのチカラに…パソコンのスキルを誰かのチカラに…

●日　時　令和元年7月26日～9月27日　毎週金曜日　全9回（8月16日は除く）
午前10時00分～12時00分

●会　場　ＪＡあいち知多 南知多営農センター（南知多町総合体育館隣）
愛知県知多郡南知多町大字豊浜字須佐ヶ丘１

●対　象　ボランティア活動や意思疎通支援に関心があり、基本的なパソコン操作ができる方
●持ち物　筆記用具、ノートパソコン（Windows7以上のOS搭載）
●受講料　無料
●定　員　20名
●講　師　知多地区字幕支援連絡会
●主　催　南知多町・美浜町・武豊町の３町社会福祉協議会共催
●申込み　7月1日(月)～7月22日(月)　下記まで。

◎美浜町社会福祉協議会
　電話：0569-83-2066　ＦＡＸ：0569-82-5160　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp

視覚障害者への位置情報のサポート方法として、「クロックポジション」と言われる時計の針に例えて伝える手段があります。
テーブルを時計の文字盤に例えつつ、アイマスクを装着し、何時の方角に何があるかの体験を行いました。

「できない、または苦手なこと」を理解する体験として、軍手の指先の半
分まで手を入れた状態で服のボタンを留めたりしました。

発達障害の理解

ボランティア
育成事業の推進

地域福祉活動の推進

福祉団体事務局

共同募金運動及び配分金事業

児童福祉の推進・
福祉教育事業

地域包括支援センター事業

在宅福祉サービス

法人運営事業

・福祉サービス利用のお手伝い
・書類預かり
・金銭管理 など

・小・中学校福祉実践教室の開催
・各種ボランティア講座の開催
・ボランティアグループへの助成 など

第 86 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和元年7月1日 第 86 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和元年7月1日

美浜町社会福祉協議会  新職員紹介

美浜町地域包括支援センター 社会福祉士野田　由美子
初めまして。4月1日より地域包括支援センターで社会福祉士として配属となりました。
美浜町の皆様が、住み慣れた地域で安心してくらしていけますよう、お手伝いをさせて
いただきます。信頼される職員になれますように努めたいと思いますのでどうぞよろし
くお願いいたします。

法人運営・地域福祉係 福祉活動専門員赤塚　雄太
初めまして。法人運営・地域福祉係に配属されました赤塚雄太です。本会事務局の新たな
一員として、皆様とともに新しいことにも挑戦していくことができたらと思っています。
今後、様々なことで支えていただくこともあるかと思いますが、地域を互いに盛り上げ
ていくことができるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いいたします。

・生活福祉資金貸付事務
・心配ごと相談所の開設 など

・事業実施に係る事務諸費用 など

一般会員（一口）

施設会員（一口）

賛助会員（一口）

特別会員（一口）

一般会員
施設会員
賛助会員
特別会員

４,２７０,５００円合　　計

平成30年度　加入実績額

２,５４７,５００円
２０,０００円

１,１２３,０００円
５８０,０００円

・障害児者ふれあい運動会の開催
・保育所クリスマス訪問
・高齢者宅訪問事業 など

・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・ホームページの開設 など

・ボランティアセンターの開設運営
・ボランティアグループ、サロンへの
　活動支援
・視覚障害者のための「声の広報」発刊
・精神保健福祉ボランティア講座等の
　開催
・ボランティアだよりの発刊  など

・心配ごと相談所の開設
・車いすの短期貸出事業
・金婚を祝う会
・高齢者宅訪問事業
・日常生活自立支援事業
・生活支援体制整備事業
・保育所クリスマス訪問
・生活福祉資金及びくらし資金の貸付
・ホームページの開設
・電子メールによる福祉相談
・社協だより「美浜の福祉」の発刊
・美浜町地域福祉計画との連携・協働
・災害福祉救援、防災啓発事業
・災害ボランティアセンター
　設置に向けての体制整備  など

・美浜町子ども会連絡協議会
・美浜町遺族会
・美浜町老人クラブ連合会
・美浜町母子寡婦福祉会　など

・共同募金・歳末たすけあい運動の実施
・街頭キャンペーン、法人募金活動の実施
・児童・生徒の作品募集（ポスタ－･書道）
・障害児者ふれあい運動会の開催
・子ども会等関係福祉団体への助成援助
・ボランティアグループへの助成援助  など

・小・中学校福祉実践教室
・優良児童及び生徒の表彰
・サマーボランティアスクール
・福祉教育のオリジナルハンド
　ブックの作成
・おもちゃ図書館及びおもちゃ
　病院の開設  など

・総合相談事業
・権利擁護事業
・包括的・継続的マネジメント
・介護予防支援及び第１号介護予防支援
・地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みの
　推進　など

社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会社会福祉法人 美浜町社会福祉協議会

・介護保険の相談窓口
・ケアプランの作成（ケアマネジャー）
・要介護認定訪問調査
・ホームヘルパーの派遣（高齢者・障害児者）
・地域生活支援事業（移動支援）　など

・理事会及び評議員会の開催
・専門部会及び委員会の開催
・会員募集　など

～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～～主な取り組み（令和元年度）～
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