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美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

第 84 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

◆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。

サマーボランティアスクール
～青少年等ボランティア福祉体験学習～～青少年等ボランティア福祉体験学習～

　サマーボランティアスクールとは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこと
としてとらえ、命の大切さや人間の尊厳について学び、「ともに生きる」力をはぐくんでいく「福祉教
育」の理念を広めることを目的とし、夏休み期間中、ボランティア活動を希望する中学生を対象に地
域福祉活動やボランティアグループ活動、社会福祉施設等で体験学習を実施することにより、地域
の一員としての自覚の芽生え、地域社会参加のきっかけづくりを目指すものです。

　今年度は河和中学校、野間
中学校の生徒104名が、19の
コースに分かれてボランティ
ア体験を行いました。
　福祉施設やボランティアグ
ループ等18団体、障害当事者
にご協力をいただき、最初は
緊張した様子の生徒たちでし
たが、時間が経つにつれ笑顔
が多く見られるようになりま
した。この体験を通じ、「自分
たちにもできること」や「地域
や社会の一員」として自覚が
芽生えるよいきっかけとなっ
たかと思います。　
　ご協力いただいた関係者の
皆様ありがとうございました。

～託児体験　大型絵本の読み聞かせ～

協力施設・団体等
◎ビラ・オレンジ
◎セルプ・アゼーリア
◎ワークルームかもめ
◎コミュニティサロン北方　　
◎おしゃべりサロン和み
◎古布いこいの家サロン
◎やなしサロン　　　　　　

◎細目おしゃべりサロン
◎柿並サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎上野間おきらく会　　　　
◎体操サロン緑苑
◎手話サークル「おれんじ」　
◎文字ｄeサポートみはま

◎子育て支援「ほっとミルク」
◎トイクリニックみはま
◎おもちゃキャラバン
　　ボランティア「うみは」
◎託児ボランティア「ぽっけの会」
◎町内外在住の障害当事者

※ご寄付は、社会福祉協議会の社会福祉基金の造成に活用させていただきました。

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。

(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）

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ 子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp

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

■ 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。

平成30年 10月
 〃 11月
 〃 12月
平成31年 1 月
 〃 2 月
 〃 3 月

10月10日（水）
11月14日（水）
12月12日（水）
1月 9日（水）
2月13日（水）
3月13日（水）

10月24日（水）
11月28日（水）
12月26日（水）
1月23日（水）
2月27日（水）
3月27日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃
〃
〃
〃

野間公民館
〃
〃
〃
〃
〃

◎ 加藤 照夫
◎ 加藤 照夫
◎ はくたんストラップ制作委員会

官製ハガキ ２００枚
２０，０００円
1，５００円

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30年4月1日より平成30年9月4日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

義援金名称
平成28年熊本地震義援金
兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金
平成30年7月広島県豪雨災害義援金
山口県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨災害義援金（京都府）
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

受付終了予定日
平成31年 3月31日(日)
平成30年10月31日(水)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月31日(月)
平成31年 3月31日(日)

支援金（ボラサポ）名称
被災地住民支え合いサポート募金（東日本大震災） 

災害ボランティア・NPO活動サポート募金・九州
(平成28年熊本地震)

平成30年7月豪雨災害ボランティア・NPO活動サポート募金   
台風21号災害・北海道胆振東部地震災害にともなうボラサポ

受付終了予定日
終了年月日未定

終了年月日未定

平成30年12月28日(金)
平成31年3月29日（金）

　平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、
平成30年北海道胆振東部地震により、人的
被害をはじめ家屋の倒壊など甚大な被害
が発生しております。各県に災害救助法が
適用され、美浜町共同募金委員会では、被
災された方々を支援することを目的とした
「義援金」、被災地で支援・救援活動を行う
NPO法人やボランティア団体などの活動
を支援するための「支援金」の受付を行っ
ています。
　現在募集している義援金及び支援金は
左記のとおりです。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　詳細な情報につきましては、本会ホーム
ページよりご確認ください。
http://www.mihama-shakyo.or.jp

※この義援金は税制上の優遇措置対象となります。 
　確定申告時に必要な領収書を発行いたします。
※救援物資・物品は取扱しておりません。

平成30年9月13日現在

　NPO法人ゆうから荻野ます美さん（こうまま）をお迎えし、
発達障害のお子さんを育てる母としてのココロや、子どもと
楽しく暮らすための「たたかい方」を聞きながら、周りにどんな
支援や理解があったら良いのか一緒に考えてみませんか？
　講演終了後には参加者交流会を予定しております。

荻野ます美さん（こうまま）に聞く
～子どもと楽しく暮らすために～

第 84 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 平成30年10月1日 第 84 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

美浜町高齢者宅訪問事業　9月10日（月）

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
　美浜町社会福祉協議会（社協）は美浜町における
地域福祉の増進を図ることを目的とする組織です。
社協の行う事業は、皆様からいただいている会費を
財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　町内在住の100歳以上9名、百寿10名、白寿7名、卒寿91名のあ
わせて117名の方を対象に、敬老・長寿のお祝いに訪問しました。
　美浜町からのお祝い金と、社会福祉協議会からの記念品を町長
と社会福祉協議会役員らで贈呈させていただきました。
　これからも健康で元気にお過ごしください。

一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

町内最高齢　千賀みさをさん（103歳）

　本年度も10月1日から、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。

平成29年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,328,661円3,328,661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、444,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
　2,888,661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。

美浜町共同募金委員会 義援金及び支援金受付中

　聴覚障害者に対する理解と、手話でのコミュニケーションを図るための基本的な技術の習得を
目的とする講座です。手話奉仕員（手話のできるボランティア）養成の第一歩となるこの講座では、
あいさつや自己紹介から始まる初心者向けの内容となります。

「手話奉仕員養成講座・入門編」
受講生募集のお知らせ

初めての方向けの手話講座初めての方向けの手話講座

発達障害理解講座発達障害理解講座

受講しやすい
土曜日午後の
手話入門講座！

●日　時　平成30年12月1日～平成31年3月9日　毎週土曜日　13：30～16：30
 全13回（但し12月29日・1月5日除く）
●会　場　[1～  4回] 山海公民館 （南知多町山海橋詰88）
 [5～  8回] 武豊町中央公民館 (武豊町山ノ神20-1)
 [9～13回] 美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)
●対　象　16歳以上で同様の講座受講経験がなく
 8割以上出席できる見込みの方
●受講料　無料（但し、テキスト『手話で学ぼう・手話で話そう』をお持ちでない方はテキスト代3,240円）
●定　員　20名
●講　師　愛知県聴覚障害者協会他
●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　11月20日(火)まで

●日　時　平成30年10月27日（土）
 13：30～16：15

●会　場　美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)

●対　象　どなたでも
  ※託児はありませんがお子様連れも大歓迎です

●参加費　無料

●内　容　13：30～15：15　荻野ます美さんによる講演
 15：25～16：15　参加者交流会

●申込み　10月19日（金）まで

手話で「おはよう」

「ありがとう」

◎上記の講座につきましては美浜町社会福祉協議会 下記までお申込みください。
電　話：0569－83－2066　 ＦＡＸ：0569－82－5160 　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp 

◎講師紹介◎　荻野ます美 氏
　愛知県を中心に、自閉症について地域
への啓発活動を積極的におこなう。スー
パーミラクルな自閉症児こうくんとの攻
防戦でできたわかりやすい「伝える」支
援に定評があります。
　ペアレントトレーニング、ティーチャー
ズトレーニング、構造化等の学習会やペ
アレンメンターの養成などをひらき、支
援者や家族の研修にも力を入れていま
す。
　他に、親の活動として『自閉症啓発キャ
ラバンSwing』で一般向けの啓発活動も
しています。
　ブログ『こうくんを守れ！！！』を連載中
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【平成30年4月1日より平成30年9月4日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

義援金名称
平成28年熊本地震義援金
兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金
平成30年7月広島県豪雨災害義援金
山口県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨災害義援金（京都府）
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

受付終了予定日
平成31年 3月31日(日)
平成30年10月31日(水)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月31日(月)
平成31年 3月31日(日)

支援金（ボラサポ）名称
被災地住民支え合いサポート募金（東日本大震災） 

災害ボランティア・NPO活動サポート募金・九州
(平成28年熊本地震)

平成30年7月豪雨災害ボランティア・NPO活動サポート募金   
台風21号災害・北海道胆振東部地震災害にともなうボラサポ

受付終了予定日
終了年月日未定

終了年月日未定

平成30年12月28日(金)
平成31年3月29日（金）

　平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、
平成30年北海道胆振東部地震により、人的
被害をはじめ家屋の倒壊など甚大な被害
が発生しております。各県に災害救助法が
適用され、美浜町共同募金委員会では、被
災された方々を支援することを目的とした
「義援金」、被災地で支援・救援活動を行う
NPO法人やボランティア団体などの活動
を支援するための「支援金」の受付を行っ
ています。
　現在募集している義援金及び支援金は
左記のとおりです。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　詳細な情報につきましては、本会ホーム
ページよりご確認ください。
http://www.mihama-shakyo.or.jp

※この義援金は税制上の優遇措置対象となります。 
　確定申告時に必要な領収書を発行いたします。
※救援物資・物品は取扱しておりません。

平成30年9月13日現在

　NPO法人ゆうから荻野ます美さん（こうまま）をお迎えし、
発達障害のお子さんを育てる母としてのココロや、子どもと
楽しく暮らすための「たたかい方」を聞きながら、周りにどんな
支援や理解があったら良いのか一緒に考えてみませんか？
　講演終了後には参加者交流会を予定しております。

荻野ます美さん（こうまま）に聞く
～子どもと楽しく暮らすために～

第 84 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 平成30年10月1日 第 84 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

美浜町高齢者宅訪問事業　9月10日（月）

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
　美浜町社会福祉協議会（社協）は美浜町における
地域福祉の増進を図ることを目的とする組織です。
社協の行う事業は、皆様からいただいている会費を
財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　町内在住の100歳以上9名、百寿10名、白寿7名、卒寿91名のあ
わせて117名の方を対象に、敬老・長寿のお祝いに訪問しました。
　美浜町からのお祝い金と、社会福祉協議会からの記念品を町長
と社会福祉協議会役員らで贈呈させていただきました。
　これからも健康で元気にお過ごしください。

一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

町内最高齢　千賀みさをさん（103歳）

　本年度も10月1日から、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。

平成29年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,328,661円3,328,661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、444,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
　2,888,661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。

美浜町共同募金委員会 義援金及び支援金受付中

　聴覚障害者に対する理解と、手話でのコミュニケーションを図るための基本的な技術の習得を
目的とする講座です。手話奉仕員（手話のできるボランティア）養成の第一歩となるこの講座では、
あいさつや自己紹介から始まる初心者向けの内容となります。

「手話奉仕員養成講座・入門編」
受講生募集のお知らせ

初めての方向けの手話講座初めての方向けの手話講座

発達障害理解講座発達障害理解講座

受講しやすい
土曜日午後の
手話入門講座！

●日　時　平成30年12月1日～平成31年3月9日　毎週土曜日　13：30～16：30
 全13回（但し12月29日・1月5日除く）
●会　場　[1～  4回] 山海公民館 （南知多町山海橋詰88）
 [5～  8回] 武豊町中央公民館 (武豊町山ノ神20-1)
 [9～13回] 美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)
●対　象　16歳以上で同様の講座受講経験がなく
 8割以上出席できる見込みの方
●受講料　無料（但し、テキスト『手話で学ぼう・手話で話そう』をお持ちでない方はテキスト代3,240円）
●定　員　20名
●講　師　愛知県聴覚障害者協会他
●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　11月20日(火)まで

●日　時　平成30年10月27日（土）
 13：30～16：15

●会　場　美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)

●対　象　どなたでも
  ※託児はありませんがお子様連れも大歓迎です

●参加費　無料

●内　容　13：30～15：15　荻野ます美さんによる講演
 15：25～16：15　参加者交流会

●申込み　10月19日（金）まで

手話で「おはよう」

「ありがとう」

◎上記の講座につきましては美浜町社会福祉協議会 下記までお申込みください。
電　話：0569－83－2066　 ＦＡＸ：0569－82－5160 　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp 

◎講師紹介◎　荻野ます美 氏
　愛知県を中心に、自閉症について地域
への啓発活動を積極的におこなう。スー
パーミラクルな自閉症児こうくんとの攻
防戦でできたわかりやすい「伝える」支
援に定評があります。
　ペアレントトレーニング、ティーチャー
ズトレーニング、構造化等の学習会やペ
アレンメンターの養成などをひらき、支
援者や家族の研修にも力を入れていま
す。
　他に、親の活動として『自閉症啓発キャ
ラバンSwing』で一般向けの啓発活動も
しています。
　ブログ『こうくんを守れ！！！』を連載中



平成30年10月1日  第84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

第 84 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

◆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。

サマーボランティアスクール
～青少年等ボランティア福祉体験学習～～青少年等ボランティア福祉体験学習～

　サマーボランティアスクールとは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこと
としてとらえ、命の大切さや人間の尊厳について学び、「ともに生きる」力をはぐくんでいく「福祉教
育」の理念を広めることを目的とし、夏休み期間中、ボランティア活動を希望する中学生を対象に地
域福祉活動やボランティアグループ活動、社会福祉施設等で体験学習を実施することにより、地域
の一員としての自覚の芽生え、地域社会参加のきっかけづくりを目指すものです。

　今年度は河和中学校、野間
中学校の生徒104名が、19の
コースに分かれてボランティ
ア体験を行いました。
　福祉施設やボランティアグ
ループ等18団体、障害当事者
にご協力をいただき、最初は
緊張した様子の生徒たちでし
たが、時間が経つにつれ笑顔
が多く見られるようになりま
した。この体験を通じ、「自分
たちにもできること」や「地域
や社会の一員」として自覚が
芽生えるよいきっかけとなっ
たかと思います。　
　ご協力いただいた関係者の
皆様ありがとうございました。

～託児体験　大型絵本の読み聞かせ～

協力施設・団体等
◎ビラ・オレンジ
◎セルプ・アゼーリア
◎ワークルームかもめ
◎コミュニティサロン北方　　
◎おしゃべりサロン和み
◎古布いこいの家サロン
◎やなしサロン　　　　　　

◎細目おしゃべりサロン
◎柿並サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎上野間おきらく会　　　　
◎体操サロン緑苑
◎手話サークル「おれんじ」　
◎文字ｄeサポートみはま

◎子育て支援「ほっとミルク」
◎トイクリニックみはま
◎おもちゃキャラバン
　　ボランティア「うみは」
◎託児ボランティア「ぽっけの会」
◎町内外在住の障害当事者

※ご寄付は、社会福祉協議会の社会福祉基金の造成に活用させていただきました。

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。

(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）

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ 子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp

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

■ 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。

平成30年 10月
 〃 11月
 〃 12月
平成31年 1 月
 〃 2 月
 〃 3 月

10月10日（水）
11月14日（水）
12月12日（水）
1月 9日（水）
2月13日（水）
3月13日（水）

10月24日（水）
11月28日（水）
12月26日（水）
1月23日（水）
2月27日（水）
3月27日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃
〃
〃
〃

野間公民館
〃
〃
〃
〃
〃

◎ 加藤 照夫
◎ 加藤 照夫
◎ はくたんストラップ制作委員会

官製ハガキ ２００枚
２０，０００円
1，５００円

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30年4月1日より平成30年9月4日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

義援金名称
平成28年熊本地震義援金
兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金
平成30年7月広島県豪雨災害義援金
山口県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨災害義援金（京都府）
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

受付終了予定日
平成31年 3月31日(日)
平成30年10月31日(水)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月31日(月)
平成31年 3月31日(日)

支援金（ボラサポ）名称
被災地住民支え合いサポート募金（東日本大震災） 

災害ボランティア・NPO活動サポート募金・九州
(平成28年熊本地震)

平成30年7月豪雨災害ボランティア・NPO活動サポート募金   
台風21号災害・北海道胆振東部地震災害にともなうボラサポ

受付終了予定日
終了年月日未定

終了年月日未定

平成30年12月28日(金)
平成31年3月29日（金）

　平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、
平成30年北海道胆振東部地震により、人的
被害をはじめ家屋の倒壊など甚大な被害
が発生しております。各県に災害救助法が
適用され、美浜町共同募金委員会では、被
災された方々を支援することを目的とした
「義援金」、被災地で支援・救援活動を行う
NPO法人やボランティア団体などの活動
を支援するための「支援金」の受付を行っ
ています。
　現在募集している義援金及び支援金は
左記のとおりです。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　詳細な情報につきましては、本会ホーム
ページよりご確認ください。
http://www.mihama-shakyo.or.jp

※この義援金は税制上の優遇措置対象となります。 
　確定申告時に必要な領収書を発行いたします。
※救援物資・物品は取扱しておりません。

平成30年9月13日現在

　NPO法人ゆうから荻野ます美さん（こうまま）をお迎えし、
発達障害のお子さんを育てる母としてのココロや、子どもと
楽しく暮らすための「たたかい方」を聞きながら、周りにどんな
支援や理解があったら良いのか一緒に考えてみませんか？
　講演終了後には参加者交流会を予定しております。

荻野ます美さん（こうまま）に聞く
～子どもと楽しく暮らすために～

第 84 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 平成30年10月1日 第 84 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

美浜町高齢者宅訪問事業　9月10日（月）

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
　美浜町社会福祉協議会（社協）は美浜町における
地域福祉の増進を図ることを目的とする組織です。
社協の行う事業は、皆様からいただいている会費を
財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　町内在住の100歳以上9名、百寿10名、白寿7名、卒寿91名のあ
わせて117名の方を対象に、敬老・長寿のお祝いに訪問しました。
　美浜町からのお祝い金と、社会福祉協議会からの記念品を町長
と社会福祉協議会役員らで贈呈させていただきました。
　これからも健康で元気にお過ごしください。

一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

町内最高齢　千賀みさをさん（103歳）

　本年度も10月1日から、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。

平成29年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,328,661円3,328,661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、444,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
　2,888,661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。

美浜町共同募金委員会 義援金及び支援金受付中

　聴覚障害者に対する理解と、手話でのコミュニケーションを図るための基本的な技術の習得を
目的とする講座です。手話奉仕員（手話のできるボランティア）養成の第一歩となるこの講座では、
あいさつや自己紹介から始まる初心者向けの内容となります。

「手話奉仕員養成講座・入門編」
受講生募集のお知らせ

初めての方向けの手話講座初めての方向けの手話講座

発達障害理解講座発達障害理解講座

受講しやすい
土曜日午後の
手話入門講座！

●日　時　平成30年12月1日～平成31年3月9日　毎週土曜日　13：30～16：30
 全13回（但し12月29日・1月5日除く）
●会　場　[1～  4回] 山海公民館 （南知多町山海橋詰88）
 [5～  8回] 武豊町中央公民館 (武豊町山ノ神20-1)
 [9～13回] 美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)
●対　象　16歳以上で同様の講座受講経験がなく
 8割以上出席できる見込みの方
●受講料　無料（但し、テキスト『手話で学ぼう・手話で話そう』をお持ちでない方はテキスト代3,240円）
●定　員　20名
●講　師　愛知県聴覚障害者協会他
●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　11月20日(火)まで

●日　時　平成30年10月27日（土）
 13：30～16：15

●会　場　美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)

●対　象　どなたでも
  ※託児はありませんがお子様連れも大歓迎です

●参加費　無料

●内　容　13：30～15：15　荻野ます美さんによる講演
 15：25～16：15　参加者交流会

●申込み　10月19日（金）まで

手話で「おはよう」

「ありがとう」

◎上記の講座につきましては美浜町社会福祉協議会 下記までお申込みください。
電　話：0569－83－2066　 ＦＡＸ：0569－82－5160 　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp 

◎講師紹介◎　荻野ます美 氏
　愛知県を中心に、自閉症について地域
への啓発活動を積極的におこなう。スー
パーミラクルな自閉症児こうくんとの攻
防戦でできたわかりやすい「伝える」支
援に定評があります。
　ペアレントトレーニング、ティーチャー
ズトレーニング、構造化等の学習会やペ
アレンメンターの養成などをひらき、支
援者や家族の研修にも力を入れていま
す。
　他に、親の活動として『自閉症啓発キャ
ラバンSwing』で一般向けの啓発活動も
しています。
　ブログ『こうくんを守れ！！！』を連載中



平成30年10月1日  第84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
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社協だより

美浜の福祉美浜の福祉美浜の福祉

第 84 号（4）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

◆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。

サマーボランティアスクール
～青少年等ボランティア福祉体験学習～～青少年等ボランティア福祉体験学習～

　サマーボランティアスクールとは、地域における障害者や高齢者・児童の問題を自分たちのこと
としてとらえ、命の大切さや人間の尊厳について学び、「ともに生きる」力をはぐくんでいく「福祉教
育」の理念を広めることを目的とし、夏休み期間中、ボランティア活動を希望する中学生を対象に地
域福祉活動やボランティアグループ活動、社会福祉施設等で体験学習を実施することにより、地域
の一員としての自覚の芽生え、地域社会参加のきっかけづくりを目指すものです。

　今年度は河和中学校、野間
中学校の生徒104名が、19の
コースに分かれてボランティ
ア体験を行いました。
　福祉施設やボランティアグ
ループ等18団体、障害当事者
にご協力をいただき、最初は
緊張した様子の生徒たちでし
たが、時間が経つにつれ笑顔
が多く見られるようになりま
した。この体験を通じ、「自分
たちにもできること」や「地域
や社会の一員」として自覚が
芽生えるよいきっかけとなっ
たかと思います。　
　ご協力いただいた関係者の
皆様ありがとうございました。

～託児体験　大型絵本の読み聞かせ～

協力施設・団体等
◎ビラ・オレンジ
◎セルプ・アゼーリア
◎ワークルームかもめ
◎コミュニティサロン北方　　
◎おしゃべりサロン和み
◎古布いこいの家サロン
◎やなしサロン　　　　　　

◎細目おしゃべりサロン
◎柿並サロン
◎おしゃべりサロン奥田
◎上野間おきらく会　　　　
◎体操サロン緑苑
◎手話サークル「おれんじ」　
◎文字ｄeサポートみはま

◎子育て支援「ほっとミルク」
◎トイクリニックみはま
◎おもちゃキャラバン
　　ボランティア「うみは」
◎託児ボランティア「ぽっけの会」
◎町内外在住の障害当事者

※ご寄付は、社会福祉協議会の社会福祉基金の造成に活用させていただきました。

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。

(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）

　社会福祉協議会では、短期間｢車いす｣を必要とされる方に貸出を行っています。ケガ等で
病院への送迎や、学校・職場での利用、旅行やお墓参り等の外出時の利用、介護保険要介護
認定を申請中の方等幅広くご利用いただけます。

車いす短期貸出事業のお知らせ 子ども用車いすもあります

◆貸出期間
◆利用料金
◆予 約 等

１ヶ月以内（延長可能）
無料
貸出中であったり、予約の状況によってはお貸しできない場合がありますので、事前
にご確認ください。なお、貸出にあたっては申請書が必要となります。
（貸出時、窓口でご記入いただくか、ホームページからもダウンロードいただけます。）
  ホームページ　http://www.mihama-shakyo.or.jp

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

■ 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。

平成30年 10月
 〃 11月
 〃 12月
平成31年 1 月
 〃 2 月
 〃 3 月

10月10日（水）
11月14日（水）
12月12日（水）
1月 9日（水）
2月13日（水）
3月13日（水）

10月24日（水）
11月28日（水）
12月26日（水）
1月23日（水）
2月27日（水）
3月27日（水）

美浜町福祉センター
〃
〃
〃
〃
〃

野間公民館
〃
〃
〃
〃
〃

◎ 加藤 照夫
◎ 加藤 照夫
◎ はくたんストラップ制作委員会

官製ハガキ ２００枚
２０，０００円
1，５００円

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30年4月1日より平成30年9月4日受付分まで （敬称略）】

あたたかいご寄付ありがとうございました

義援金名称
平成28年熊本地震義援金
兵庫県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨岡山県災害義援金
平成30年7月広島県豪雨災害義援金
山口県平成30年7月豪雨災害義援金
平成30年7月豪雨災害義援金（京都府）
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

受付終了予定日
平成31年 3月31日(日)
平成30年10月31日(水)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月28日(金)
平成30年12月31日(月)
平成31年 3月31日(日)

支援金（ボラサポ）名称
被災地住民支え合いサポート募金（東日本大震災） 

災害ボランティア・NPO活動サポート募金・九州
(平成28年熊本地震)

平成30年7月豪雨災害ボランティア・NPO活動サポート募金   
台風21号災害・北海道胆振東部地震災害にともなうボラサポ

受付終了予定日
終了年月日未定

終了年月日未定

平成30年12月28日(金)
平成31年3月29日（金）

　平成28年熊本地震、平成30年7月豪雨、
平成30年北海道胆振東部地震により、人的
被害をはじめ家屋の倒壊など甚大な被害
が発生しております。各県に災害救助法が
適用され、美浜町共同募金委員会では、被
災された方々を支援することを目的とした
「義援金」、被災地で支援・救援活動を行う
NPO法人やボランティア団体などの活動
を支援するための「支援金」の受付を行っ
ています。
　現在募集している義援金及び支援金は
左記のとおりです。
　皆様のご協力をお願いいたします。
　詳細な情報につきましては、本会ホーム
ページよりご確認ください。
http://www.mihama-shakyo.or.jp

※この義援金は税制上の優遇措置対象となります。 
　確定申告時に必要な領収書を発行いたします。
※救援物資・物品は取扱しておりません。

平成30年9月13日現在

　NPO法人ゆうから荻野ます美さん（こうまま）をお迎えし、
発達障害のお子さんを育てる母としてのココロや、子どもと
楽しく暮らすための「たたかい方」を聞きながら、周りにどんな
支援や理解があったら良いのか一緒に考えてみませんか？
　講演終了後には参加者交流会を予定しております。

荻野ます美さん（こうまま）に聞く
～子どもと楽しく暮らすために～

第 84 号（3） 「 」社協だより 美浜の福祉 平成30年10月1日 第 84 号（2）「 」社協だより 美浜の福祉平成30年10月1日

美浜町高齢者宅訪問事業　9月10日（月）

美浜町社会福祉協議会  会員募集にご協力をお願いいたします。

500円
2,000円
2,000円
10,000円

会員の種類
　美浜町社会福祉協議会（社協）は美浜町における
地域福祉の増進を図ることを目的とする組織です。
社協の行う事業は、皆様からいただいている会費を
財源に行っております。
　地域住民一人ひとりの｢思いやり｣が｢大きな力｣
となります。各区を通じて募集をいたしますので、
みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。

　町内在住の100歳以上9名、百寿10名、白寿7名、卒寿91名のあ
わせて117名の方を対象に、敬老・長寿のお祝いに訪問しました。
　美浜町からのお祝い金と、社会福祉協議会からの記念品を町長
と社会福祉協議会役員らで贈呈させていただきました。
　これからも健康で元気にお過ごしください。

一般会員（一口）
施設会員（一口）
賛助会員（一口）
特別会員（一口）

町内最高齢　千賀みさをさん（103歳）

　本年度も10月1日から、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。

平成29年度に皆様から
お寄せいただいた募金は 3,328,661円3,328,661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、444,000円（約13％）が県内の広域の社会福祉施設の整備や事業に、
　2,888,661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。

美浜町共同募金委員会 義援金及び支援金受付中

　聴覚障害者に対する理解と、手話でのコミュニケーションを図るための基本的な技術の習得を
目的とする講座です。手話奉仕員（手話のできるボランティア）養成の第一歩となるこの講座では、
あいさつや自己紹介から始まる初心者向けの内容となります。

「手話奉仕員養成講座・入門編」
受講生募集のお知らせ

初めての方向けの手話講座初めての方向けの手話講座

発達障害理解講座発達障害理解講座

受講しやすい
土曜日午後の
手話入門講座！

●日　時　平成30年12月1日～平成31年3月9日　毎週土曜日　13：30～16：30
 全13回（但し12月29日・1月5日除く）
●会　場　[1～  4回] 山海公民館 （南知多町山海橋詰88）
 [5～  8回] 武豊町中央公民館 (武豊町山ノ神20-1)
 [9～13回] 美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)
●対　象　16歳以上で同様の講座受講経験がなく
 8割以上出席できる見込みの方
●受講料　無料（但し、テキスト『手話で学ぼう・手話で話そう』をお持ちでない方はテキスト代3,240円）
●定　員　20名
●講　師　愛知県聴覚障害者協会他
●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　11月20日(火)まで

●日　時　平成30年10月27日（土）
 13：30～16：15

●会　場　美浜町生涯学習センター (美浜町北方十二谷125)

●対　象　どなたでも
  ※託児はありませんがお子様連れも大歓迎です

●参加費　無料

●内　容　13：30～15：15　荻野ます美さんによる講演
 15：25～16：15　参加者交流会

●申込み　10月19日（金）まで

手話で「おはよう」

「ありがとう」

◎上記の講座につきましては美浜町社会福祉協議会 下記までお申込みください。
電　話：0569－83－2066　 ＦＡＸ：0569－82－5160 　メール：vc@mihama-shakyo.or.jp 

◎講師紹介◎　荻野ます美 氏
　愛知県を中心に、自閉症について地域
への啓発活動を積極的におこなう。スー
パーミラクルな自閉症児こうくんとの攻
防戦でできたわかりやすい「伝える」支
援に定評があります。
　ペアレントトレーニング、ティーチャー
ズトレーニング、構造化等の学習会やペ
アレンメンターの養成などをひらき、支
援者や家族の研修にも力を入れていま
す。
　他に、親の活動として『自閉症啓発キャ
ラバンSwing』で一般向けの啓発活動も
しています。
　ブログ『こうくんを守れ！！！』を連載中


