
あま市の町を良くするしくみです!
赤い羽根共同募金

赤い羽根の募金活動は、町の人のやさしい気持ちを集める活動です。
ひとり、ひとりのやさしさが、あなたの住む町を変えていく
はじめの一歩となるはずです。 10月1日〜12月31日

10月1日よりスタート

昨年度、ご協力いただいた
募金実績額は　 9,266,433円です

共同募金について
　共同募金は、厚生労働大臣の定める期間内（10月〜12月）に限って、都道府県の区域を単位として、あまねく行う寄付金の募集です。
　戸別募金・法人募金（市内の事業所にご協力をお願いします。）学校募金・職域募金・街頭募金・赤い羽根協力店等の募金活動を行
い、区域内における地域福祉の推進を図るため、社会福祉事業、更生保護事業、その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者 

（国及び地方公共団体を除く）に配分されます。
 「社会福祉法」において明確に位置付けられ、法に基づいて進めています。

赤い羽根共同募金にご協力ください

配分金事業の一例です

車いす利用の皆さまに車いす専用車両の
無料貸し出しが行われています。

心身障がい児者の方の社会参加、交流の機会
として、野外での研修が行われています。

市内の高齢者を対象に生きがいや、健康
づくりを目的とした「ふれあい・いきいき
サロン」が行われています。

あま市社協だより10月号は、赤い羽根共同募金配分金で作成されております。

社会福祉法人あま市社会福祉協議会
あま市西今宿馬洗46番地
（あま市甚目寺総合福祉会館内）
☎(052)443-4291　
FAX(052)443-5461
ホームページ
http://www.ama-syakyo.jp/
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11月15日（日）美和総合福祉センターすみれの里
美和ひまわり作業所
美和保健センター
●健康と福祉の各種企画コーナー ●模擬店ブース　
などいろんな企画を予定しています!!9時15分〜15時

　この車両は地域福祉事業（日常生活自立支援事業等）への活用を目的としており、災害時には要支
援者の避難誘導等にも活用いたします。
　8月23日に開催されたあま市総合防災訓練においては、要支援者避難誘導訓練に訓練車両として
参加いたしました。
　愛知県共同募金会の助成金には、連合愛知助け合い運動と、市民の皆様より寄せられた赤い羽根
共同募金運動の貴重な寄付金が含まれています。皆様のご厚意に応えられるよう、あま市の地域福
祉推進のため大切に活用させていただきます。

8月23日
あま市総合防災訓練

にて

※詳細は、11月号あま市広報と一緒に配布されるチラシをご覧ください。

2015
健康福祉まつりあま市

愛知県共同募金会
平成27年度在宅福祉サービス関連用車両整備事業助成

福祉車両（トヨタノア）を購入しました
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8月1日（土）あま市甚目寺公民館において、戦争犠牲者及び市内物故者を追悼し、平和を祈念するため「あま
市平和祈念式典」を開催いたしました。

主催者を代表し、服部会長よりあいさつの後、御来賓の村上市長、藤井市議会議長、石塚県議会議員、飯田
遺族連合会会長の皆様より、戦後七十年の節目を迎え、戦争の悲惨さや、命の大切さを若い世代へ語りつぎ、
改めて恒久平和の実現を誓う旨の、平和祈念のお言葉を頂きました。

当日は、厳しい暑さの中、市議会議員、遺族会会員、行政関係者、区長、民生委員、児童委員、福祉関係団体
等の市民、約300名の方にご列席をいただきました。追悼の意を表し、平和への誓いを込め、ご列席の皆様か
ら献花をして頂きました。

あま市平和祈念式典を開催しました

心身障がい児・者　
クリスマス会開催のお知らせ

今年度もあま市在住の療育手帳所持者の方を対象に下記のとおりクリスマス会を開催します。
当日は楽しい催しを予定しておりますので、皆さんぜひご参加ください。

日　　時　　平成27年12月19日（土）午前10時から
会　　場	 あま市甚目寺総合福祉会館	2階	ふれあいルーム(1)
対 　 象 	 あま市内在住の療育手帳所持者及び菜の花会会員
参	加	費	 無　料
申込期間	 平成27年11月10日（火）〜平成27年11月30日（月）

申込方法	 療育手帳を持参のうえ、下記申込先までお申込ください。
	 ※菜の花会会員の方は、療育手帳をご持参の必要はありません。

申	込	先	 あま市社会福祉協議会	本所（地域福祉係）　電話	052-443-4291

©中央共同募金会
この事業は、歳末たすけあい運動の

配分金により実施いたします。

愛
ち
ゃ
ん

希
望
く
ん
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第1回 あま市子ども会スポーツ大会

第46回 海部地区子ども会スポーツ大会

　8月1日（土）に甚目寺総合体育館にて、七宝地区・甚目寺地区合同で第1回あま市子ども会スポーツ
（ドッジボール）大会が開催されました。

子どもたちは暑い中、元気いっぱいに白熱した試合を繰り広げました。結果は以下のとおりです。

【男　子】 【女　子】

8月22日（土）に海部地区子ども会スポーツ大会が、愛西市親水公園総合体育館で開催されました。
あま市から上記の6チームが参加し男子の部で、あま市Aチームが3位に入賞しました。

あま市Aチーム（ドラゴンボーイズZ）

1位　ドラゴンボーイズZ 1位　MIX TNT GIRLS

2位　NT レジェンド 2位　東A

3位　みつばち子ども会 3位　ドリームガールズ
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日　　時 平成27年11月29日（日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
行 き 先  京都府方面(嵐山・太秦映画村)
参加対象 あま市在住で、父又は母及び父母のいない20歳未満の子とその保護者
　　　　　   あま市母子寡婦福祉会会員とその20歳未満の子
参 加 費  1名　　1,500円
　　　　　　※小学生以下でお子様ランチをご希望の方は参加費が1,000円となります。
申込方法 社会福祉協議会（本所・七宝支所・美和支所）へ参加費と
 「母子父子家庭医療証」又は「児童扶養手当証書」等、証明書をご持参のうえ
 お申し込みください。（電話予約不可）
 ※母子寡婦福祉会会員の方は、証明書は不要です。
申込期間 平成27年9月29日（火）〜平成27年10月29日（木）
問 合 せ  あま市社会福祉協議会　本所（地域福祉係）　電話 052-443-4291

あま市ひとり親家庭等野外研修事業開催のお知らせ

 

　手話は聴覚障がい者にとって大切なコミュニケーションの手段の1つです。
　初めて手話を学ぶ方でも安心して学ぶことのできる講座です。この機会に聴覚障がい者への理解
を深め、手話を通したボランティア活動を始めてみませんか?
　手話奉仕員養成講座は全40回の講座となります。平成28年4月以降に残り20回の講座を予定し
ております。詳細が決まり次第、お知らせいたしますので、併せて受講してください。

【日　   時】 平成27年10月22日（木）〜平成28年3月17日（木）（12月31日、2月11日を除く）
　　　　　 毎週木曜日（20回） 午前10時〜正午まで（2時間）

【会　   場】 あま市甚目寺総合福祉会館　
【対 象 者】 あま市在住在勤の方。
【定 　員】 20名（定員になり次第締め切り）
【受 講 料】 無料（「手話奉仕員養成テキスト 手話を学ぼう 手話で話そう」を持ってない方は
 テキスト代として、3,240円）

【問 合 せ】 平成27年9月18日（金）より申込開始します。
 あま市社会福祉協議会　本所（ボランティアセンター）　電話 052-443-4291

手話奉仕員養成講座のご案内

あま市社会福祉協議会では、住み慣れた地域で安心して生活ができるように、65歳以上の一人暮らし
高齢者等の見守り、声かけを通じて、安否確認を行う「安心支え合いネットワーク事業」を実施しています。

身近な地域で対象者の方へ対し見守活動等を行っていただけるボランティア（支え合いネット員）を募
集しております。自身のできる範囲で活動のできるボランティア活動です。

活動の内容 ①「見守り活動」…利用者の外観を点検し、安否確認を行います。
  ②「声かけ活動」…利用者宅へ行き悩み相談等の話し相手を行います。
  ③「お助け活動」…ゴミ出し等のお手伝いを行います。
  ④「安 心 電 話」…利用者宅へ電話をかけ、話し相手や安否確認を行います。

  申込方法 あま市社会福祉協議会（本所・各支所）に設置してある「支え合いネット員登録申込書」に
  必要事項を記入し提出して下さい。申込書はホームページからもダウンロードできます。

  問 合 せ  あま市社会福祉協議会　本所（ボランティアセンター）　電話 052-443-4291

安心支え合いネットワーク事業		ボランティア募集
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予約及び問合せ先　　あま市社会福祉協議会　本所　　電話 052-443-4291

宮崎	純子	 …………………………… 35,326円

匿　　	名	 ………………………… 100,000円

プレイランドフェニックスⅡ	………… ケーキ
服部	章平	 ………………………… 相撲入場券
ポニーチャリティー花謡祭………… 50,000円

加藤	崇康	 ………………………………7,000円

匿　　	名	 ………………………………1,000円

名古屋ヤクルト販売株式会社
代表取締役	守本	実紀男	…………… 18,868円

今善トラクター…………………… 221,300円

美和かしの木会	会長	篠田	正志	… 100,000円

ボン松屋…………………………………6,354円

チャリティーボックス

善意のご寄付 ありがとうございました

あま市社会福祉協議会のホームページではイベントや講座の開催情報や、日頃の活動をトピックス
にてお知らせしております。

今後も市民の皆様に役立つ様々な福祉の情報を随時発信していきますので、ぜひご覧下さい。

あま市社協 検索

http://www.ama-syakyo.jp/

左記ＱＲコードをカメラで読み取るか、
http://www.ama-syakyo.jp/に
アクセスして下さい。

　　　　ホームページをスマートフォンからも
　　　　		ご覧いただけるようになりました！

　ホームページのバナー広告募集中！
あま市社協ではホームページのバナー広告掲載を募集しております！
詳しくはホームページをご覧ください！

皆さまからお寄せいただきましたご寄付は、趣旨に基づき有効に活用させていただきます。
ありがとうございました。 （順不同・敬称略）

《2015年6月1日〜 9月1日分を掲載》

今善トラクター 美和かしの木会

6

あま市社協だより



※予約については相談日の2週間前（2週間前が土、日、祝日の場合は次の平日）から電話にて受付をします。
※司法書士による相続、登記相談は3日前（3日前が日、祝日の場合、前の営業日）までの予約が必要となり

ます。
※無料法律相談につきましては、円滑に相談を行っていただくために、ご予約時に社会福祉協議会職員が

相談の内容を詳細にお伺いいたしますので、ご予約の際は事前に相談内容をまとめておいていただくと
スムーズですのでご協力をお願いいたします。

　なお、多くの方に利用していただくため、過去に相談した内容と同一内容の場合は相談をお断りします。
※上記の相談は、無料です。

行政書士無料相談会が行なわれます

相談日時　 平成27年10月24日（土）
 午前10時〜正午 午後1時〜午後3時

会　　場 あま市甚目寺総合福祉会館

相 談 員 愛知県行政書士会　海部支部会員

相談内容 遺言・相続、農地転用・開発申請など
 許可申請手続、戸籍手続、内容証明、 
 会社定款、入管関係

問合せ先  愛知県行政書士会
  電話 052-931-4068

そ の 他  費用無料、予約不要、お気軽に
  ご相談ください。

予約及び問合せ先　　あま市社会福祉協議会　本所　　電話 052-443-4291

場　　　所 甚目寺総合
福祉会館

七宝総合福祉
センター

美和総合福祉
センター

すみれの里
相談時間

法律相談
（要予約）
30分/1人

10 月 1日㈭・15 日㈭ 22 日㈭ 8 日㈭

午前10時〜正午
※心配ごと相談

の受付は11時
30分までとな
ります。

11月 5 日㈭・19 日㈭ 26 日㈭ 12 日㈭

12 月 3 日㈭・17 日㈭ 24 日㈭ 10 日㈭

心配ごと相談
（予約不要）

10 月   8 日㈭ 15 日㈭ 1日㈭

11月 12 日㈭ 19 日㈭ 5 日㈭

12 月 10 日㈭ 17 日㈭ 3 日㈭

司法書士による相続・
登記相談（要予約）
40分/1人

10 月 29 日㈭ 29 日㈭

11月 26 日㈭ 12 日㈭

12 月 24 日㈭ 24 日㈭

10・11・12月 法律・心配ごと・司法書士
による相続・登記相談 日程表 善意のご寄付 ありがとうございました
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各地域のサロンは地域のボランティアの協力により運営されております。
ご近所の方やボランティアと一緒に、楽しくお話ししませんか?　お気軽に、お出かけください。

☆市内にお住まいの60歳以上の方が対象のサロン
会　場 対象地区 日にち 時間

甚目寺総合福祉会館 市　内
10月19日㈪

午前10時〜正午11月  9日㈪
12月14日㈪

会　場 開催地域 日にち 時間
新居屋
久渕公民館 新居屋

10月  5日㈪
午前9時〜正午11月  2日㈪

12月 7日㈪

コミュニティ
プラザ萱津 中萱津

10月 5日㈪

午後1時〜
午後3時

11月 2日㈪
12月 7日㈪

下萱津
コミュニティ
防災センター

下萱津
10月 1日㈭
11月 5日㈭
12月 3日㈭

森憩の家 森
10月15日㈭ 午後1時30分〜

午後3時
11月19日㈭
12月17日㈭

甚目寺会館 甚目寺
10月22日㈭

午前10時〜
午前11時30分

11月26日㈭
12月24日㈭

新居屋憩の家 新居屋
10月23日㈮
11月27日㈮
12月25日㈮

西今宿公民館 西今宿
10月  5日㈪
11月  2日㈪
12月 7日㈪

上萱津コミュニティ防災センター
下田公民館
徳実公民館

上萱津
下田
徳実

10月28日㈬
11月25日㈬
12月16日㈬

沖之島公民館 沖之島
10月28日㈬
11月25日㈬
12月23日㈬

伊福集会所 伊福
10月20日㈫
11月17日㈫
12月15日㈫

秋竹小学校 秋竹
10月  6日㈫
11月10日㈫
12月  1日㈫

安松集会所
川部集会所

安松
川部

10月14日㈬
11月11日㈬
12月  9日㈬

☆開催会場地域にお住まいの60歳以上の方が対象のサロン
会　場 開催地域 日にち 時間

秋竹
東住宅集会所 秋竹

10月  2日㈮

午後1時30分〜
午後3時

10月16日㈮
11月  6日㈮
11月20日㈮
12月  4日㈮
12月18日㈮

桂公民館 桂

10月  6日㈫

午前9時30分〜
午前11時

10月20日㈫
11月  3日㈫
11月17日㈫
12月  1日㈫
12月15日㈫

篠田
第二集会所

（いこい・しのだ）
篠田

10月13日㈫

午前10時〜
正午

10月20日㈫
11月10日㈫
11月17日㈫
12月  8日㈫
12月15日㈫

富塚集会場 富塚
10月17日㈯ 午前10時〜

午前11時30分
11月21日㈯
12月19日㈯

中橋集会所 中橋
10月10日㈯ 午後1時〜

午後5時
11月10日㈫
12月10日㈭

正則コミュニティセンター
（二ツ寺サロン なごみ） 二ツ寺

10月10日㈯

午前9時30分〜
午前11時30分

11月14日㈯
12月12日㈯

木田公民館 木田
10月 1日㈭
11月 5日㈭
12月 3日㈭

篠田
第二集会所

（いきいきサロン）
篠田

10月 1日㈭

午前9時〜正午

10月15日㈭
11月 5日㈭
11月19日㈭
12月  3日㈭
12月17日㈭

参 加 費 100円〜200円（会場及び内容により、追加徴収する場合や不要になることがあります。）

申 込 不要

サロン開催のお知らせ


