ジャンボ手巻き寿司づくりに挑戦！

１月４日（金）、ふれあい共同作業所の利用者さんと隣接するやすらぎ学童の子どもた
ちとの年始交流会を行いました。にぎやかな雰囲気のなか、ジャンボ手巻き寿司づくりを通
して交流を深めました。
詳細については、５ページに掲載しています。
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「生活支援活動」
を考えてみませんか？
①「生活支援活動」って何？
日常の“ちょっとした困りごと”のお手伝いを、「できるときに、できることを、できる
人が行う」
、身近な地域のボランティアによる支援活動です。行政サービス 等では手が届き

にくいところに対応できるサービスの１つとしても捉えられています。活動内容はゴミ出し・
電球交換・外出支援などさまざまです。 また、困りごとの手助けをするということだけで
なく、活動を通じて高齢者の安否確認を行ったり、住民同士が顔見知りになることで関係性

ができ、
日頃の見守りや防犯、災害時の支援等につながるなどの相乗効果が生まれる活動です。

②第２次地域福祉活動計画での取り組みを一部紹介します !!
第２次地域福祉活動計画を策定するにあたって、平成 27 年度に実施をした住民意識調査、各地域での見
守りサポート会議等から「買い物がしたいけどできない」、「移動手段に困っている」等の地域課題がみえて
きました。
基本計画の各プロジェクトの中でも、生活支援活動に対する取り組みの検討を進めています。

ボランティアセンタープロジェクト
暮らしの中のさまざま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
と一緒に生活支援ボランティアについて検討を行っています。
町の生活・介護支援サポーター ( 介護予防普及啓発活動等 )
と連携を取り、移動・通院の手助けやボランティアに関心のあ
る方との話し合いの場をつくり、生活支援活動や人材の育成な
どの検討を進めています。

見守りサポート会議
要援護者等の安否確認のほか、身近な地域での困りごとや生活課
題を抱える方への支援など見守り体制について、各自治会で検討い
ただいています。
この会議の中でも、「自治会内の商店がなくなり、買い物に困ら
れている方がいる」、「通院などの移動手段に困られている方がい

る」、「ゴミ出しが難しくなってきた世帯がある」などの生活課題が
挙がっており、地域でできることについて検討を進めておられます。
地域では対応の難しい活動、行政サービス等では対応できない“狭
見守りサポート会議の様子
地域の課題を意見交換されています。

間”の活動について、この見守りサポート会議の声を参考にしなが
ら、プロジェクト内でも検討していきます。
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地域共生の社会づくりをめざして
③県内で取り組まれている生活支援活動の一部を紹介します !!
林自治会 ( 竜王町 ) の取り組み
竜王町林自治会では、一人暮らし高齢者や高齢者世帯の増加が課題と
なり、
「りんりんちょボラ ( 林の隣人同士のちょっとしたボランティア )」
で助け合いをスローガンに居場所づくりを中心とした幅広い活動を展開
されています。その中でも、自治会のボランティアグループ「りんりん
ちょボラ」による「お出かけ支援」は一人暮らし高齢者等の暮らしを支
えるものとなっています。
公民館での「おたっしゃ教室」後、ボランティアが町内のスーパーま
で運行する月 2 回の「定期便」では、毎回 3 ～ 4 名の高齢者が利用さ
れており、
ほかにも病院や近隣市町までリクエストに応じて運行する「予
約便」も実施されています。

「お出かけ支援」の様子

加賀見守り会 ( 近江八幡市 ) の取り組み
約４０年前に開発された新興住宅地で、高齢化が進んでいる自治会です。
高齢化が進む中、自治会や福祉協力員・民生委員児童委員などで話し合
いを重ねて、立ち上げられました。
【加賀見守り会】平成２８年１月１０日発足
★目 的：日常生活の補助や支援を求めている高齢者等を中心に、地域
で協力し合って安心して暮らせるために支援する。
★構成メンバー：ボランティア・福祉協力員・民生委員児童委員
★活動内容：・日常的なさりげない見守りと定期的な訪問活動
・生活支援活動（ゴミ出し、送迎
・「命のバトン」事業のフォロー

目加田見守りサポート会議の
メンバー視察。取り組みにつ
いてお聞かせいただきました。

等）

・コーヒーサロンの開催（閉じこもり予防）
・定例会議
～あせらず地道に活動を続けながら、見守り支えあいの輪を地域に広げ
ようと取り組んでおられます～

④今後に向けて・・・・
住民の皆さまの声を聴き、町内の資源を活かしながら、愛荘町ではどのような
形の生活支援活動に取り組んでいくのか、皆さんと一緒に検討していきます。
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ボランティア通信♪
～平成３０年度ボランティア事業のご紹介～
ちょこっとボランティア体験♪

ボランティアカフェ☕
愛荘町ボランティアセンターでは、 「ボランティア

ボランティアを始めたいと考えている方や関心のある方

を行いたい人や興味のある人」 と 「ボランティアを

が、 体験的に参加できる活動を目的として、 ちょこっとボ

受け入れたい人」 がつながる場を目指して、 ボラン

ランティア体験（略してチョボラ体験）を実施しました。

ティアカフェを企画しています。

１回目：社協備品を使用したレクリエーション大会
２回目：つながるワークショップ
３回目：ハロウィンパーティー
４回目：ラッピング講座＆デコレーションケーキ作り
５回目：ボランティアグループさんによる活動紹介を
実施しました★☆

◎おしらせコーナー
＊あなたの特技や趣味をいかしてボラン
ティアをしてみませんか？？
愛荘町ボランティアセンターでは、ボランティアに
関する情報提供・相談・交流会の開催等、ボランティ
ア支援をおこなっています。
またボランティアさんも随時募集しています。町内

クリスマスの季節には、 サンタ
クロース訪問を行いました。
当日はボランティアさんが６名
参加されて、 サンタさんとトナ
カイさんに扮して子どもたちに
夢とプレゼントを届けました☆

夏休みの期間には、 数
日にわたり、 わんぱく
ひろばでのボランティ
ア体験や作業所へのか
き氷訪問など様々な体
験を行いました◎小学
生１９名と大人３名が
参加されました☆

＊ボランティアさん募集中！！
現在、下記のボランティアさんを募集中で
す。ご協力していただける方は、愛荘町ボラ
ンティアセンターまでご連絡ください。
◎子育てひろばや小学校等で、子どもの見守
りや遊び相手をしてくださるボランティアさ
んを募集しています。子どもと関わるのが好
きな方、お待ちしております★

には、料理や裁縫など、特技や趣味をいかしてボラン

＊ボランティア登録者数

ティア活動をされている方がたくさんおられます。
「ボ

◎個人ボランティア

ランティアに興味がある」
、
「ボランティアをしてみた
い」
という方は、
お気軽に愛荘町ボランティアセンター
までお問い合わせください★

４９１名

◎ボランティアグループ

４４グループ

◎災害支援ボランティア

２０名

（H ３１年 2 月末時点）

ボランティアに関することは、
愛荘町ボランティアセンターまでどうぞ♪
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ふれあい共同作業所だより No,28

ジャンボ手巻き寿司作りに挑戦！
平成 31 年の仕事始め、ふれあい共同作業所の利用者さんと隣接するやすらぎ学童の子どもたちと年始交流会を
行いました。毎年恒例である書初めでは、
「健康」「ちこくしない」「やせる」など、みんなそれぞれ今年の目標を

書きました。
お昼ご飯は、
ボランティアさんにご協力いただきながら、ジャンボ手巻き寿司作りに挑戦。かんぴょう、きゅうり、
玉子焼き、
カニ蒲鉾などの具材を並べ、
「せ～の～！」の合図で、長さ 6 メートルのジャンボ手巻き寿司ができあがり、
みんな大きな口を開けて美味しくいただきました。作業所の利用者さんや学童の子どもたちも、初めての体験で楽
しかったと話してくれました。
普段は、それぞれ利用時間帯が異なるため、お互いに交流する機会が少ないなか、お互いに人格と個性を尊重し
あいながら共生する社会の実現をめざして、子どもたちと障がいのある方が一緒に活動する機会づくりを今後も続
けていきたいと思います。

目指せ

効率よく作業を進めるために
ふれあい共同作業所での就労支援活動は、企業や団
体から受注した下請作業を主に取り組んでいます。
幅広い作業内容の中から、利用者のみなさんが持っ
ている力を発揮しながら、ミスを減らし効率よく作業
が進められるよう、工夫して取り組んでいます。

２月 15 日に、愛荘町民生委員児童委員協議会の障
がい者福祉部会主催のボウリング交流大会に参加しま
した。民生委員児童委員さんやコスモス共同作業所の

利用者さんと一緒に、楽しい時間を過ごすことができ
ました。障がい者福祉部会の民生委員児童委員さん、
お世話になりありがとうございました。

←
治具を作成し、1 度に 5 枚
まとめて型抜きができます。

仕切りのあるトレーに並べる
ことで、検品と数量チェック
が同時にできます。→
〜お問い合わせ〜
ふれあい共同作業所 電話：０７４９ｰ４２ｰ２２６４
（管理者）愛荘町社会福祉協議会
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レクリエーション備品等の貸出案内

車イスの貸出案内
本会では、車イスの貸出を行なっています。

本会では、地域福祉活動で使用していただける

ご利用される場合は、愛知川・秦荘両事務所窓口ま

レクリエーション用具等を貸出しています（一部有

でお越しください。

料）。貸出備品の一覧・申請書は本会ホームページ

貸出備品

（「⑥福祉活動の場にどうぞ」）からもご覧頂けます。
また、愛知川・秦荘両事務所の窓口にも一覧表を

・車イス
（自走式または介助式）

ご用意しておりますので、貸出希望の方はお気軽に

貸出対象

窓口までお越しください。

（１）愛荘町内に居住する住民であること

【申請方法】

（２）その他、本会会長が認める者
申請方法

・申請書は 愛知川・秦荘両事務所にあります。

●電話等で仮予約ができますが、借用日までに介
護機器借用申請書を社協まで提出してください。
●提出いただく申請書は、本会ホームページ「⑥福
祉活動の場にどうぞ」からダウンロードすること
もできます。

事前に電話などで仮予約ができますが、借用日ま
でに申請書を提出してください。
【有料貸出備品一覧】
かき氷機

貸出期間

綿菓子機

●最長１カ月 (延長する必要がある時はその都度

ポップコーン機

更新手続きにより最長６カ月を限度 )。
使用料

テント

● 100円 /月
（1カ月未満は無料）

三重コンロ

※生活保護に準ずる世帯は使用料を免除 (所得等
を証明する書類を提示 )。

あなたに日常の生活と
お金を守るお手伝い

焼きそば鉄板

2,000円／台
（張）

1,000円／台
（枚）

｢愛荘町地域福祉権利擁護事業」
をご存知ですか？

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等判断能力が不十分な方が、安心して日常生活を送ることができるよう本人の
意思決定にもとづき、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理のお手伝いを行う「地域福祉権利擁護事業」を実施して
います。

毎日のくらしの中でこんなことに困っていませんか？

・最近、よく通帳の保管場所を忘れてしまう。
・家賃や電気・ガス代を忘れずに払いたい。
・大切な書類をなくさないか心配。
・福祉サービスを利用したいけれど、どうすればいいの？
判断能力が不十分な方で、上記のようなことに困ったり、手続きや管理が不安な方々が安心し
て地域で生活が送れるよう、愛荘町社会福祉協議会がお手伝いする事業です。

Ｑ１：どのようなサービスがありますか？
次の３つのサービスを組み合わせてご利用いただけます。
Ａ１： ①「福祉サービスの利用援助」 福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
②「日常的金銭管理サービス」 毎日のくらしに欠かせない、お金の出し入れ、日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
③「書類等預かりサービス」
通帳、証書や印鑑などを大切にお預かりします。

Ｑ２：どのような人が利用できますか？
Ａ２：愛荘町内で生活されている方で、物忘れなどのある高齢の方、
知的障がい、
精神障がいなどのある方で、
自分ひとりで判断す
ることが不安な方などがご利用いただけます。

● お問い合わせは ● ☆くわしくは、愛荘町社会福祉協議会 (愛知川事務所 )までお問い合わせください。
愛荘町社会福祉協議会 (愛知川事務所 )

電話：0749-42-7170
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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
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
相談、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。
※祝日はお休みです。
【場 所】町立福祉センター愛の郷
また、暴風警報等が発令さ
【対象者】就学前の子どもとその保護者
れた場合もお休みさせてい
【持ち物】・水分補給のためのお茶をご持参ください。
ただきます。
・お昼ごはんを持ってきて食べることができます。
※風邪や感染症等の場合、
ひろば開催日
かかりつけ医にご相談の上
曜日
水曜日
木曜日
時間
月曜日
ひろばをご利用ください。
９：００〜
１２：００
１３：００〜
１５：００

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
ご覧ください

（第一月曜日のみ）

・・・イベント

・・・普段のひろば

木曜日の午前中
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した♪
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、お子さんは指導員や地域のボランティアさんが
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★

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。

心配ごと相談所
この相談所は、民生委員児童委員のみなさまや担当職員が
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】
開設日時
毎月第 1 ～４水曜日

13：30 ～ 15：30

【開設場所】
開設場所
第 1・3 水曜日…町立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
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福

祉

相

談

（随時）

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。

行 政 相 談 所
日時：毎月第 2 木曜日 13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

人 権 相 談 所
日時：毎月第 4 水曜日 13：30 ～ 15：30
場所：町立福祉センター愛の郷

あ

り

がとう

善意銀行だより
ご寄付をいただきありがとうございました。 お寄せいただきました寄附金は、 地域福祉活動の推進や在宅福祉
サービスの充実などの取り組みに活用させていただいております。 また、 寄附物品は、 お困りの町民の方々のた
めに有効に活用させていただきます。 皆様からの善意を心より感謝申しあげます。（Ｈ 30． 11月末～Ｈ 31． 2月末日）
★１，
０００円・カタログギフト ・・・・・・・・・・・・・・・・NPO法人夢・同人 理事長 國松 善次 様
★玄米３０㎏ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・匿名
★ 1,000円・お米 33㎏・タオル・ティッシュペーパー・・・・東びわこ農業協同組合女性部
★白米 5㎏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・匿名
ご存知ですか？

～ボランティア保険～

いざという時のボランティア活動のお守りに☆彡

ボランティア
活動保険

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！
す 活動先のものを
に補償しま
こんなとき
壊してしまった！
家から活動先に
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
ボランティア
向かう途中、 交
ださった方には、ボランティア活動保険をセンターから加入さ
活動先でケガ
通事故にあって
せていただきますので、安心して活動していただけます♪
をした！
けがをした！
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！

子ども食堂や、
地域でのキャンプ等も
加入されています。

ボランティア
行事用保険

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！

協賛品のご協力ありがとうございました！
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、声掛けをしています★毎月２回、
プレゼント品を持って訪問させていただいています。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。

（株）ダイニチ 様
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、 東
円堂で操業されている企業さんです。
①防水シーツ
６０枚
②リバーシブル
防災毛布 11枚

愛知川赤十字奉仕団 様

名

環境美化活動、 災害救護の活動、 献
血推進、 社会福祉活動など、 地域に密
着した奉仕活動を実践されています。
肩たたき
６５本
のど飴７０袋

愛知高等養護学校 様

花てまり 様

地域との関わりを意識した取組みを
進めておられます。 ２・３年生の生徒
の皆さんから「手づくりカード」 をご
協賛いただきました。

福祉センター愛の郷で毎月第 1・3木
曜日に活動されています。 ミシンや針
仕事にて、 小物いれなどの可愛らしい
作品を作られています。

手づくりカード
６５個

匿

小物入れ
２５個

