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◆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。

「美浜町おもちゃ図書館うみは」「トイクリニックみはま（おもちゃ病院）」

第 90 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉令和2年10月1日

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。

【令和元年１２月２５日より令和２年９月１日受付分まで （敬称略）】

◎中部油研株式会社 ３５，０００円
◎あいち知多農業協同組合 美浜事業部　
　（令和元年12月　知多米１００kg、令和2年7月　知多米１００kg）
◎ＪＡあいち知多女性部美浜地域 １５，９１０円
◎知多奥田キリスト教センター ２０，０００円
◎加藤 照夫 ２０，０００円／官製ハガキ　２００枚
◎匿名 ５０，０００円
◎美浜ライオンズクラブ 非接触式体温計　１台

毎月第2月曜日に誰でも自由に遊べる「おもちゃ図書館うみは」
を開催していましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、開催を一時休館していました。しかし、ボランティアのみなさん
の協力により、自宅での時間を楽しく過ごしてもらいたいという気
持ちから、7月よりコロナ対策をして、開館しました。
当面は利用時間30分以内とさせていただきますが、手作りおも

ちゃ等をはじめ、200を超えるおもちゃを用意して、親子で元気に来
館してくれることを楽しみにしています。
また併設のおもちゃ病院「トイクリニックみはま」では、おもちゃ

の修理を受け付けています。大切なおもちゃが壊れてしまったら、
一度クリニックで診察を受けてみてくださいね。

誰にでもできる身近なボランティア活動！！ 『収集活動』のご紹介

今後の開催予定

心配ごと相談所   開設日のお知らせ

■ 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。

■ 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2年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月14日（水）
11月11日（水）
12月  9日（水）

10月28日（水）
11月25日（水）
12月23日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

(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）

＊未使用または書き損じハガキ（年賀状も可）
＊使用済み切手
＊使用済みプリペイドカード・
　テレホンカード

美浜町社会福祉協議会では、下記の物品の収集箱を用意し送付しております。
それぞれ１枚、１つからでも構いませんので、ぜひお持ちください。

※ＪＡあいち知多女性部美浜地域様からのご寄付は、災害時等に活用できる折りたたみ式担架の購入に、あいち知多農業協
同組合美浜事業部様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティアグループの活動に、
他の皆様からのご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。

令和2年10月12日（月）
 11月  9日（月）
 12月14日（月）
令和3年  1月18日（月） ※第3月曜
   2月  8日（月）
   3月  8日（月）

※新型コロナウイルスの感染拡大により
中止、または開館方法の変更等がある
場合がございます。
　詳細はホームページをご覧ください。

「おもちゃ図書館うみは」では、会場づくりや貸出業務、おもちゃの片
付け・収納を手伝ってくださる方を募集しています。
また「トイクリニックみはま」では、おもちゃの修理に興味のある方を
募集しています。どちらも、子どもたちとの楽しいふれあいの時間も
あります。お気軽に社会福祉協議会までお問い合わせください。

http://www.mihama-shakyo.
or.jp/activity/toy/

ボランティア募集中!!

新しい生活様式による おもちゃを通したつながりづくり！

会　　場：美浜町福祉センター2階会議室
開館時間：午前10時～午後2時
そ の 他：・おもちゃの貸出、修理は無料
 　・貸出は一回に付き、一家族3個まで
 　・貸出期間１か月以内
 　・返却用おもちゃボックス設置有（１階受付）

アンパンマン
掃除機

ひらいて
ピョコン ラッセルターン



第 90 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 令和2年10月1日 第 90 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉令和2年10月1日

ボランティア活動保険・行事用保険の紹介

「気づきや変化を発見！」新型コロナウイルス感染症拡大防止で
健康・移動・生活にどのような影響がありましたか？

ボランティア活動保険
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。
　◆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）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。

　本年度も10月1日から12月31日までの3ヶ月にわたり、赤い羽根共同募金運動が全国一斉に始まります。
この運動は住民相互のたすけあいを基本とし、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう
支援することを目的としています。皆様のご協力をお願いいたします。

令和元年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,296,298円3,296,298円 となりました。

「赤い羽根共同募金」にご協力ください。
募金期間：10月1日～12月31日

このうち、432,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
　　　2,864,298円（約87％）が美浜町内の地域福祉の向上に役立てられています。

◎ボランティアの育成・支援
　・各種ボランティア講座の開催
　・ボランティアグループ助成金
　・ボランティア活動資材の整備
◎心配ごと相談所の運営
◎老人クラブへの活動助成
◎子ども会への活動助成
◎各種福祉団体への活動助成　　…等々

～個人の課題を地域の課題に～
　令和2年6月25日(木)、26日(金)、7月1日(水)の3日間、高齢者サロンの運営をはじめ、
日頃から地域でのボランティア活動に取り組んでみえる方を対象に「感染症対策説明会」
を行いました。ご参加いただいた皆さん（47名）の協力を得て、「コロナ禍の時期に生活
の中でどのような変化があったのか」を社会福祉協議会 生活支援コーディネーターよりお
聞きしました。その一部を下記にまとめてみましたが、今まで気づきもしなかった美浜町
の自然や、自身の健康の変化など多くを知るきっかけになったようです。

・人との会話がなくなり、顔の表情もなくなってしまった。
・久しぶりに人に会えることで、頑張れる気持ちを発見した。
・人から気にかけてくれたことが嬉しかった。
・コロナの記事をスクラップすることでウイルスを学んだ。
・畑に30代若者の姿があり、声かけのきっかけが生まれた。
・自宅内で、スポーツや体操を始めることができた。　等

　当たり前に行っていた事に楽しみや感謝を感じる時間が持
てた方など、実際文字や言葉に表わすことで変化を感じてい
ました。
　皆さんからいただいた貴重な声を、美浜町の医療・介護の
専門職が連携する場において共有し、地域課題の解決とネッ
トワークの強化を図り、より安心したまちづくりに向けて繋げ
て行きたいと考えています。

皆さんからいただいた声の中には、

ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

ボランティア行事用保険
福祉活動やボランティア活動などを目的とする団体等が主催する日本国内での行事参加中に、
行事参加者が偶然な事故でケガをした場合、行事主催者が行事参加者等他人の身体や財物に損
害を与え、行事主催者が法律上の賠償責任を負った場合を補償します。
　◆急激かつ外来による日射・熱射によって身体障害を被った場合も補償します。
　◆細菌性食中毒およびウイルス性食中毒によって身体障害を被った場合も補償します。
※保険料は、参加される行事の内容や宿泊の有無等によって異なります。
　詳しくは、代理店・取扱者までお問合わせください。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、ボランティア活動にも大きな影響が生じていますが、
ボランティア活動保険に関して、特定感染症に「指定感染症(新型コロナウイルス)」を追加し、
補償の対象となりました。詳細は社会福祉協議会までお問い合わせください。

保険料
Ａプラン

250円

Bプラン

300円

Cプラン

350円

天災Ａプラン

400円

天災Bプラン

500円

天災Cプラン

600円
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令和2年 10 月
 〃 11 月
 〃 12 月

10月14日（水）
11月11日（水）
12月  9日（水）

10月28日（水）
11月25日（水）
12月23日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃

野間公民館
〃
〃

(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）

＊未使用または書き損じハガキ（年賀状も可）
＊使用済み切手
＊使用済みプリペイドカード・
　テレホンカード

美浜町社会福祉協議会では、下記の物品の収集箱を用意し送付しております。
それぞれ１枚、１つからでも構いませんので、ぜひお持ちください。

※ＪＡあいち知多女性部美浜地域様からのご寄付は、災害時等に活用できる折りたたみ式担架の購入に、あいち知多農業協
同組合美浜事業部様からのご寄付は、町内の希望する子ども食堂や、社会福祉協議会登録ボランティアグループの活動に、
他の皆様からのご寄付は、社会福祉基金の造成に活用させていただきました。

令和2年10月12日（月）
 11月  9日（月）
 12月14日（月）
令和3年  1月18日（月） ※第3月曜
   2月  8日（月）
   3月  8日（月）

※新型コロナウイルスの感染拡大により
中止、または開館方法の変更等がある
場合がございます。
　詳細はホームページをご覧ください。

「おもちゃ図書館うみは」では、会場づくりや貸出業務、おもちゃの片
付け・収納を手伝ってくださる方を募集しています。
また「トイクリニックみはま」では、おもちゃの修理に興味のある方を
募集しています。どちらも、子どもたちとの楽しいふれあいの時間も
あります。お気軽に社会福祉協議会までお問い合わせください。

http://www.mihama-shakyo.
or.jp/activity/toy/

ボランティア募集中!!

新しい生活様式による おもちゃを通したつながりづくり！

会　　場：美浜町福祉センター2階会議室
開館時間：午前10時～午後2時
そ の 他：・おもちゃの貸出、修理は無料
 　・貸出は一回に付き、一家族3個まで
 　・貸出期間１か月以内
 　・返却用おもちゃボックス設置有（１階受付）

アンパンマン
掃除機

ひらいて
ピョコン ラッセルターン


