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あかちゃんにもプレゼント♪
家族でサンタさんをまってたよ 大きなプレゼントもらった～！

トナカイさんもいる～！！

たくさんのプレゼント、うれしいな
サンタさん、ありがとう♥ サンタさんへのお手紙も心温まりました

次のクリスマスも待ってるよ
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担い手不足 企画運営が大変資金不足参加者が同じ その他

「ない」と回答されたサロンでも、「お茶とお菓子で交流します」や「時々みんなでタコ焼きを作ります」
等、食べることを通しての交流は大切にされている様子です。
（写真は市の友愛サロン）

ボランティアさんの交流会を定期的に実施しています。次年度も実施予定ですので、
レクリエーションなど学びに来てください！案内はボランティア通信をご覧ください。
（写真はデイサービスセンター長野の里さんでの交流会）

・参加者が喜んでくれるので励みになる。
・お互いを気に掛け見守りができる。
・字の情報を知ることができる。
・人が寄って話す機会が減っているので、こん

な場は必要。
 ボランティアの居場所
にもなっている。約50％のサロンで欠席者への声掛けを実施

されています。
参加者だけでなくお休みの方も大切な見守
りにつながっています。

サロンのボランティア（役員）をして
　　　　　　　　　良かったこと！

あり
51.7％

回答なし
20.7％

なし
27.6％

欠席者へのアプローチ

昼食の有無

サロン運営の困りごと

社協あいしょう
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町内のいきいきサロンを覗いてみよう
～サロン活動のアンケート結果より～
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実費負担 100円～300円未満 300円～500円未満 500円以上なし

昼食やレクリエーションの内容に応じて参加費を調整されています。「公民館を開放してるだけなの
で…」や「参加者がお菓子を持参します」といった形のサロンでは、参加費はなく、一人当たりの経
費も安くなっています。

　愛荘町社会福祉協議会では、住民の身近な地域で実施されている居場所づくり活動をサポートす
るため、いきいきサロンなどの集いの場を訪問し、活動されている方々へ聞き取り調査を行いました。
　その結果（一部）を報告します。

地域のみんなで力を合わせて、居場所づくり
や買い物支援など高齢者が地域や社会の中
での役割を持ちながら生活を継続できるよ
う、介護保険事業の一環として平成29年度か
ら制度が実施されました。

◎サロン（居場所づくり）助成団体
　Ｈ27年度35自治会40ヵ所
　Ｈ28年度36自治会45カ所
　Ｈ29年度39自治会47カ所（予定）　
Ｈ29年度から新総合事業が実施され、
Ｈ28年度はボランティアグループが
実施するサロンが増加しました。

Ｈ29年度から助成基準が6回以上のサロンと
なったこともあり、開催回数が増加しました。

　実施期間：平成２９年５月～平成３０年１月
　聞き取り：３４自治会４６カ所

松尾寺北カフェいっぷく

年間の開催回数

一人当たりの平均経費参加費

　聞き取り：３４自治会４６カ所

新総合
事業って？

社協あいしょう
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町内のいきいきサロンを覗いてみよう
～サロン活動のアンケート結果より～
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見守りネットワークプロジェクト

福祉教育プロジェクト

くらしサポートプロジェクト ボランティアセンタープロジェクト

第２次愛荘町地域福祉活動計画推進状況のご報告
（計画期間：平成２９～３３年度）

　この計画は、基本計画ごとにプロジェクト推進体を設置して、住民・関係
機関の皆様を委員として取り組みを検討しています。
現在の、各プロジェクトの検討や取り組み内容についてご報告いたします。

　第１次計画から取り組みを進めています「見守り」について、近所・自治
会・企業・事業所などで取り組んでいただいている活動をつなぎ、安心して
暮らせる愛荘町に向けてネットワークづくりを進めていきます。
　そのためには、まずは住民の皆様が隣近所を気にかけてもらえるような啓

発活動を進め、町全体の見守りへの意識を高めていくた
めに「あいさつ」をキーワードに検討をおこなっていま
す。
また、見守り活動のネットワークの具体的な取り組みを考えていくために、町内の見守り
活動をマップ化することや先進地視察（甲賀市・他）も実施しています。

　このプロジェクトでは、子どもたちを中心においた福祉学習について、委
員の皆様と学校での福祉学習や当事者と一緒に取り組む学びについて検討を

おこなっています。子どもたちの生活の場である学校との
連携の大切さと、地域の大人がどのように子どもたちへ福
祉の体験と学びを伝えていくか、具体的なメニューとしく
みづくりを進めるために、当事者の方と交流を持って聴き
取りを進めていきたいと考えています。

　地域を支えるしくみづくりにつ
いて、現在の福祉課題はどのよう
な状況なのか？
　このプロジェクトでは、福祉現

場の状況と課題を整理していくために、「子育て
支援」、「NPO法人による地域福祉活動」、「生活
困窮」、「ひきこもり」などの専門機関等から話し
を聞かせていた
だき、これから
町内で何が必要
なのか委員の皆
様と検討をおこ
なっています。

　愛荘町内でも生活上の困り
ごとに対して支援が必要との
ニーズが出てきています。（一
人暮らしの高齢者や地域の民
生委員児童委員の方々等より）
　そこで、生活を送る中で出てくる、様々な困
りごとに対して、ボランティア活動で出来る支
援はないだろうか？を
テーマに、委員の皆様
と一緒に新たな取り組
み（ボランティア活
動）について検討をお
こなっています。

第２次愛荘町地域福祉活動計画推進状況のご報告

　愛荘町内でも生活上の困り
ごとに対して支援が必要との
ニーズが出てきています。（一
人暮らしの高齢者や地域の民
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地域を守る災害支援プロジェクト

教養娯楽室が洋間に改修
されました！！！

いきいきセンター

お
ま
た
せ
し
ま
し
た
！

　突然に発生する災害、愛荘町でも台風などによる避難の呼びかけも発令されております。
　そこで、自治会単位での災害について考える場を持ちながら、福祉
の視点から災害支援についてモデル自治会の役員・住民の方や委員と
一緒に話し合いから進めています。
　災害の危機意識は、住民の皆様が持っておられることでもあり、安
心してくらせる町づくりのために必要な活動や具体的な研修や訓練を
企画し、取り組みを広めていきたいと考えています。

　部屋の大きさは、 ７７㎡で健康元気もりもり教室など、 健康維持やレクリエーション活動など軽い運動にお使

いいただけます。 また、 テーブルやイスを並べれば、 ３０人程度の会議や研修会にもご利用いただけます。 多目

的に利用できる部屋にリニューアルされました。 皆さまのご利用をお待ちしております。

　このたび、 愛荘町より昨年９月から畳の間から床暖房付きの木のフロアへ改修する工事をすすめられ、 １２月

末に工事が完了しました。

　愛の郷およびいきいきセンターは、平成１８年９月から愛荘町より指定管理者の指定を受け、管理運営を行なっ
ていますが、本年３月末日をもって指定管理期間が終了することから、指定管理者の申請をし、引き続き指定を受
けました。
　指定期間は、平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日までの５年間です。今回からは、これまで貸館窓口
業務を受託していたラポール秦荘はつらつドームの管理運営を新たに担うことになりました。
　今後も施設の設置目的や役割を認識し、公平な施設利用とコンプライアンスの確保など適正に運営管理をおこ
なってまいります。

愛の郷・いきいきセンター・はつらつドームの
指定管理者に指定されました！

されました！！！

末に工事が完了しました。



社協あいしょう

2018.3 6

　平成２９年４月から制度改正により、 指定通所型サービスＡを展開しています。

認知機能の低下や閉じこもりの予防、 生活機能の維持向上のためのプログラムを利用者のみなさんと一

緒に行なっています。 また、 季節の行事としてはお花見ドライブや、 月１回の身体測定では、 体組成計

を使って基礎代謝量や筋肉量、 骨量の測定を行なっています。

　楽しみながら頭や身体を使い、 一日笑顔で過ごしていただき、 今日の笑顔を明日につなぐことができ

るようにみんなで取り組んでいます。

　住み慣れた家庭や地域で安心して、 いくつになっても楽しみながら自立した生活を送れるようお手伝

いさせていただいてます。

○サービス提供日：月曜日～金曜日（12/29 ～ 1/3 除く）
　　　　　　　　　時間 /９：３０～１５：３０
○ご 利 用 料 金 ：（介護保険適用時の１日当たりの料金）
　　　　　　　　　負担率１割　３２９円 /負担率２割　６５８円
　　　　　　　　　昼食代（おやつ代含む）　７００円（実費）
○利 用 対 象 者 ：６５歳以上の事業対象者（基本チェックリスト該当の方）
　　　　　　　　　要介護認定　要支援１，２認定者（入浴なし）

愛荘町介護予防・日常生活支援総合事業

愛の郷デイサービス（指定通所型サービスＡ）だより

安全運転で
お迎え出発です！！

愛の郷到着！！
おいしいお茶をどうぞ
一週間ぶり、話も弾みます♪

～デイサービスのいちにち～

午前のプログラム
頭の運動（脳トレ等、創作活動）

楽しいおひるごはん
の時間です

午後のプログラム　　
身体の運動（いきいき体操・

レクリエーション）

おやつの時間です。月１回みんな
でおやつ作りもしています♪

お問い合わせ先：愛知川庁舎　地域包括支援センター　電話　0749-42-4690
　　　　　　　　愛荘町社会福祉協議会社会参加促進型通所介護事業所　電話　0749-42-7170

楽しい一日が終わりまし
た。また次回、お元気で
お出会いしましょう！送
りの出発です！

朝の挨拶
今日一日の始まり！！

１０：００

１０：１５

１１：５０

１３：３０

１４：４５
１５：３０

８：３０

　健康チェック
（検温・血圧測定）

愛の郷デイサービス（指定通所型サービスＡ）だより愛の郷デイサービス（指定通所型サービスＡ）だより

おいしいお茶をどうぞ
一週間ぶり、話も弾みます♪

　健康チェック
（検温・血圧測定）

ご見学を希望の方、
お気軽にご相談ください！

お出会いしましょう！送
りの出発です！
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ボランティア活動保険は、 無償で活動するボランティアの方々が、 活動中におこる様々な

事故の補償をする保険です！

いざという時のボランティア

活動のお守りに☆彡

活動先のものを
壊してしまった！

ボランティア活動先
でケガをした！

家から活動先ｎ向か
う途中、交通事故に
あってけがをした！

～ボランティア保険～

Ｈ 30 年４月から、 死亡保険金額および、 後遺障害保険金

額が改定され、 引き下げられます。 保険料は変わりません。

ご存知ですか？

ボランティア

活動保険

愛荘町ボランティアセンターでは、ボランティア登録を
してくださった方には、ボランティア活動保険に加入し
ておりますので、安心して活動していただけます♪

ボランティア行事用保険は、 ボランティアセンターに登録されているボランティア団体の方等が、 地

域のための活動や、 ボランティア活動の一環として行う行事での様々な事故の補償をする保険です！

愛荘町宮後に営業所を置き、 リフォー

ムや土木工事などの建設業を展開され

ている事業所さんです。

おむつカバーや防水シーツ・ス

キーウェア等の商品を生産して

おられる東円堂の企業さんで

す。 昨年ご協賛いただきました

防水シーツは、 ６６名の見守り

登録者と約４０名の介護者さん

にご活用いただきました。

見守り協力員のみなさま

にお配りしました。

いきいき見守り訪問事業の調理ボ

ランティアとしてもご協力いただ

いています。

生徒さんが育てられた花の配布に合わ

せて、 「寒くなってきたので、 お身体

にお気を付けください」 というメッ

セージを作成していただきました。

ボランティア保険についてのお問い合わせ・お申し込みは、愛荘町ボランティアセンターまでどうぞ！

愛荘町商工会青年部から、寄付をいただきました！！

協賛品のご協力ありがとうございました！

（株）ライトパス様

５年保存できる
ペットボトル水

72本

生徒からの高齢者へ
のメッセージ・ノース
ポールの花70鉢

のど飴70袋

（平成３０年１月末日時点）

カップ酒52本

手作りの敷物70枚

愛知川赤十字奉仕団様 愛知高等養護学校様

匿　名愛知酒造有限会社様（株）ダイニチ様

防水シーツ600枚

子ども食堂や、地域でのキャン
プ等で加入されています。

Ｈ３０年４月から、宿泊を伴う行事に「熱中症」の
補償が追加され、保険料が引き上げられました！

　愛荘町商工会青年部のみなさまが、１０月２９日に開催された「第８回愛荘６６かまど祭り」
での収益金（39,550円）を、「必要とされる方のお役にたてば」との言葉を添えて、１２月
２６日に寄付してくださいました。収益金は、祭りで子どもたちに大人気だった「巨大段ボー
ル迷路」に使った段ボールを、古紙回収会社に買い取ってもらったお金で、昨年に引き続きい
ただきました。ありがとうございました。

　「いきいき見守り訪問事業」として、地域の一人暮らし高齢者や高齢者世帯等を見守り協力員が訪
問しています。社協では、訪問時に見守り協力員が持参する協賛品を募集しています。詳細は、愛荘
町社協（愛知川事務所）までお問い合わせください。　※自治会により取り組み状況は異なります。

ボランティア

行事用保険

でケガをした！

域のための活動や、 ボランティア活動の一環として行う行事での様々な事故の補償をする保険です！

協賛品のご協力ありがとうございました！



 この相談所は、民生委員児童委員のみなさまが相談員と
して町民みなさまの生活に関するあらゆる相談の窓口とし
て開設しています。匿名での相談でもかまいません。

【開設日時】
　
　毎月第 1 ～４水曜日　13：30 ～ 15：30

【開設場所】
　
　第 1・3 水曜日…福祉センター愛の郷
　第 2・4 水曜日…ラポール秦荘いきいきセンター

※心配ごと相談は、電話でのご相談も
　お聞きしています。

　愛の郷：42-5843（直通）
　いきいきセンター：37 ｰ 8063
　　　　　　　　　　有線 2043

日時：毎月第 2 木曜日　13：30 ～ 15：30
場所：福祉センター愛の郷

行 政 相 談 所

日時：毎月第 4 水曜日　13：30 ～ 15：30
場所：福祉センター愛の郷

人 権 相 談 所

心配ごと相談所

愛荘町社会福祉協議会では、地域で生活をしていくうえでの相談窓口として、相談事業をおこなっています。

　この相談所は、町民みなさまの福祉に関する相談の
窓口として、随時、社協の各事務所で開設しています。
匿名での相談でもかまいません。

福 祉 相 談 （随時）

愛の郷・いきいきセンターは、土曜日・祝日も開館
しています。町民のみなさまのご利用をお待ちしてお
ります。

　愛荘町社会福祉協議会では、愛荘町から委託を受け、子どもの健やかな成長を願って、子育てひろばを

開催しています。

　未就学児の親子を対象に、地域で安心して子育てをおこなえるように「ほっ　」とできる交流の機会や安

全な遊び場づくりなどの子育て支援をおこなっています。

 

 

曜日時間 月曜日
９：００～
　　　１２：００

・・・イベント ・・・普段のひろば

１３：００～
　　　１５：００

水曜日 木曜日

（第一月曜日のみ）

【場 所】福祉センター愛の郷

【対象者】就学前の子どもと保護者
 

【持ち物】・水分補給のためのお茶をご持参ください。 

・お昼ごはんを持ってきて食べることができます。
 

   

 

ひろば開催日

わんぱくひろばにあそびにきてね 
 

　愛荘町社会福祉協議会では、愛荘町から委託を受け、子どもの健やかな成長を願って、子育てひろばを

木曜日の午前中

わんぱくひろばの行事予定
や詳しい内容については、
愛荘町社協ホームページを
見てください

※祝日はお休みです。
また、暴風警報等が発令さ
れた場合もお休みさせてい
ただきます。
※風邪や感染症等の場合、
かかりつけ医にご相談の上
ひろばをご利用ください。

※祝日はお休みです。
また、暴風警報等が発令さ
れた場合もお休みさせてい
ただきます。
※風邪や感染症等の場合、
かかりつけ医にご相談の上
ひろばをご利用ください。

いつもより部屋を広くして、大きなおもちゃで遊べるよ！地域のボランティアさんも来てくださり、楽しく遊べます♪

☆第２・第４木曜日は、「わんぱくカフェ」の日！Ｈ３０年４月からは、第１月曜日の午後もカフェを増やします♪

　 お茶を飲みながら、他の保護者さんと交流できます カフェ中は、お子さんは、指導員や地域のボランティアさん

とで見守ります☺　（カフェに参加される方は、飲物代５０円をいただいています）

☆第３木曜日は、「お誕生日会」！！お誕生日月のおともだちをみんなでお祝いします♪また、助産師さんも第３木

曜日に来てくださいます！身長・体重も測れますよ

開催日時

開催場所


