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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。

赤い羽根共同募金にご協力をお願いいたします。

10月1日よりスタート

あま市の町を良くするしくみです!

赤い羽根共同募金



共同募金について
共同募金は、毎年10月1日から全国一斉に行われ、今年で70年目を迎えます。
戸別募金・法人募金・学校募金・職域募金・街頭募金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。

戸別募金にご協力ください
町内会の協力を得て、世帯ごとに寄付をお願いする（封筒を配布します）「戸別募金」を実施

します。
戸別募金は、募金額全体の70％以上を占めています。今年度も市民の皆さまのあたたかいご

協力をお願いします。
※町内会によって募金方法は異なります。

法人募金にご協力ください
「法人募金」は、毎年、市内の多くの法人・事業所の皆さまから社会
貢献の一環として多大なご協力をいただいております。
あま市の社会福祉の向上と、よりよい地域社会づくりのため、今年

度もご理解とご協力をお願いします。

※配分金事業の一例

車いす利用の皆さまに車い
す専用車両の無料貸し出しを
行っています。

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」
を行っています。

赤 い 羽 根 共 同 募 金
平成28年度の目標額は
一般募金　	9,500,000円
歳末募金　	 500,000円
合　　計			10,000,000円	です。

平成27年度ご協力いただいた募金実績額は
一般募金　	8,347,364円
歳末募金　	 564,298円
合　　計					8,911,662円	です。
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　8月28日（日）に、あま市総合防災訓練が行われました。
あま市社会福祉協議会は、総合訓練会場（美和グラウンド）
で、あま市防災ネットと共同で災害ボランティアセンター
立ち上げ訓練を実施しました。小雨の降る中、美和中学校
生徒をボランティア役として、炊き出し訓練場所へ行って
もらいました。この訓練は、大規模災害が発生したときに
円滑に災害ボランティアセンターを設置・運営するための
訓練になります。
　また、社会福祉協議会が所有する車イス専用車を利用
し、要支援者避難誘導訓練も同時に実施しました。
　社会福祉協議会としては、有事に備えるために今後もこ
れらの訓練を実施していきたいと考えております。

　私たち「あま市社協」の活動をもっと多くの方に知っていただ
くため、LINE＠を始めました。
　LINE＠の配信を通してさまざまな福祉の情報をお伝えしてい
きます。
　ぜひ！友達登録をして「あま市社協」や「あま市の福祉」のこと
をもっと知ってください！

LINEアプリで↓

友達追加方法 
■QRコードで追加
メニューの「友だち追加」で「QRコード」を選択していた
だき、QRコードを読み取ると、友だち追加ができます。

■IDを検索して追加
メニューの「友だち追加」で「ID検索」を選択していただき、

「＠amasyakyo」と入力して検索すると、友だち追加できます。

福祉サービス苦情解決制度ってご存知ですか？
　あま市社会福祉協議会では、当会の提供する福祉サービスにおいて利用者と福祉サービス提供者のよ
りよい関係づくりを目的として、苦情への適切な対応により利用者の満足感を高め、利用者個人の権利を
擁護できるように支援し、また、苦情を密室化せず社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った解決
を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正の確保を図るため、福祉サービス
苦情解決制度を設けております。
　あま市社会福祉協議会では、苦情への適切な対応を行い、福祉サービスの質の向上を図る事を目的と
し、苦情解決責任者・苦情受付担当者・第三者委員を設置しております。

あま市総合防災訓練に参加しました

LINE@はじめました！
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■給　与 最初の3か月までは 平日 ……………1,100円～
  日曜・祝日 ………1,485円～
 4か月目からは 平日 ……………1,250円～
  日曜・祝日 ………1,687円～
               勤務年数による昇給もあります♪

ホームヘルパー募集

問合せ  あま市社会福祉協議会 法人運営係　☎４４6−0611

お気軽に
お電話ください♬

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28年12月17日（土）午前10時から
会　場  甚目寺総合福祉会館 2階 ふれあいルーム(1)
対象者  あま市内在住の療育手帳所持者及び菜の花会会員
参加料  無　料

申込期間  平成28年11月9日（水）〜平成28年11月28日（月）
申込方法  社会福祉協議会（本所・七宝支所・美和支所）へ

 療育手帳をご持参のうえお申し込みください。
問合せ  あま市社会福祉協議会 生活福祉係　☎４４3−4291

※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。

すみれの里 カラオケ交流会♬
                     開催のお知らせ平成28年11月25日（金）

午後1時30分/開演 
午後3時30分/終了予定
美和総合福祉センター
すみれの里 2階集会室

■募集期間	 平成28年11月		1日	（火）午前8時30分から
	 平成28年11月15日	（火）午後5時15分まで
■募集人数	 20名（グループでの応募も可）　
	 先着順ですので募集人数に達し次第、受付を終了します。

申込先  美和総合福祉センター すみれの里　☎４４6−0611

■応募方法	 市内在住60歳以上の方（あま市老人福祉施設利用証をお持ちの方）
	 申込書は、すみれの里事務所にて配布いたしますので必要事項記入のうえ、提出してください。
※申込書の配布・提出は、すみれの里事務所のみです。※お電話・代理での申し込みは受け付けておりません。

4

あま市社協だより



あま市社会福祉協議会・デイサービスセンター

※事業所により設備及びサービス内容は異なります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ   あま市社会福祉協議会 甚目寺デイサービスセンター ☎443ー4291（代表） 

  美和デイサービスセンター ☎446ー0611（代表）
  七宝デイサービスセンター ☎441ー5062（直通）   
         
        

デイサービス
で

元気に楽しく

見学・体験
随時受付しております。

こんな方にお奨めです。

❶ 送り迎えしてほしい
専用の福祉車両で、朝ご自宅まで 
お迎えにあがり、夕方ご自宅へお送りいたします。

❺安心してお風呂に入りたい
寝たまま、又は椅子に座ったままご入浴いただける
特殊浴槽やヒノキ風呂、介助浴槽を備え、介護福祉士等
の介護スタッフが安全にご入浴を介助します。

指定介護保険事業者として、市内３か所（甚目寺・美和・七宝）でデイサービスセンターを運営しています。
健康で充実した毎日を、住み慣れたまちで過ごすために、介護スタッフの介助を受けながら、無理なく安心
して活動の場を広げられる、デイサービスセンターを活用してみませんか。お気軽にお問合せください。 

❸趣味を楽しみたい
作品作り・脳トレ・カラオケ・
レクリエーション、楽しく
趣味の活動を広げます。

❷運動不足を解消したい
体操、歩行訓練、トレーニング
マシーン等々。楽しく運動を行います。

　  栄養バランスの良い
❹食事を摂りたい

管理栄養士が作成した献立を
調理員が心を込めて調理しています。
主に生鮮食品は国産を使用しています。

甚目寺デイサービスセンター
（甚目寺総合福祉会館内）

美和デイサービスセンター
（美和総合福祉センターすみれの里内）

七宝デイサービスセンター
（七宝総合福祉センター内）

甚目寺七宝木田
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あま市子ども会スポーツ大会

・手づくりコンサート実行委員会………………２３，９７０円
・あま市立七宝小学校… ………………………２３，９５４円
・社会福祉協議会設置義援金箱… ……………３７，６５０円
…（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・
……甚目寺総合福祉会館）
《平成28年6月〜平成28年8月分を掲載》

あま市立七宝小学校

平成２８年熊本地震義援金のご協力ありがとうございました

　7月30日（土）に甚目寺総合体育館にて、あま市子ども会スポーツ大会（ドッジボール）が開催されました。
今年も白熱した試合を繰り広げました。
　下記の6チームが海部地区子ども会スポーツ大会に出場しました。

第４７回海部地区子ども会スポーツ大会
　8月27日（土）に海部地区子ども会スポーツ大会が、甚目寺総合体育館で開催されました。
　女子の部で、あま市Bチーム（アクティブガールズ）が3位に入賞しました。

1位　
森福ボーイズ

2位　
キャット
フィッシャーズ

2位　
アクティブ
ガールズ

1位　
東・西Ａ

【男 子】 【女 子】

3位　
かつら
ジュニアスターズ

3位　
トライアングル
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予約及び問合せ   あま市社会福祉協議会 生活福祉係　☎４４３−４２９１

※予約については相談日の２週間前（２週間前が休業日の場合は次の営業日）から電話予約を受け付けます。
※司法書士による相続、登記相談は３日前（３日前が休業日の場合、前の営業日）までの予約が必要となります。
※無料法律相談については、円滑に相談を行っていただくため、予約時に社会福祉協議会職員が相談の内容をお伺

いしますので、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。

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

無料法律相談（要予約）
30分／人

10月 6日（木）・20日（木） 27日（木） 13日（木）

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 4日（金）・17日（木） 24日（木） 10日（木）
12月 1日（木）・15日（木） 22日（木）   8日（木）

心配ごと相談（予約不要）
10月 13日（木） 20日（木）   6日（木）
11月 10日（木） 17日（木）   4日（金）
12月   8日（木） 15日（木）   1日（木）

司法書士による相続・
登記相談（要予約）

40分／人

10月 27日（木） 27日（木）
11月 24日（木） 10日（木）
12月 22日（木） 22日（木）

マリオン甚目寺森店…………………… お菓子
宮崎…純子… …………………………… 34,168円
サロンいこい・しのだ… …………… 雑巾、台布巾
サロンしのだ……………………… 雑巾、台布巾
プレイランドフェニックスⅡ……… お菓子・ケーキ
加藤…崇康… …………………………… 4,000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…………………… 215,500円

人権ふれあいセンター……………… 7,517円
甚目寺老人福祉センター……………… 830円
甚目寺総合福祉会館………………… 19,991円

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

行政書士無料相談会が行なわれます
相談日時   平成28年10月22日（土）午前10時〜正午　午後1時〜午後3時
会　場  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   愛知県行政書士会　☎931−4068　

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）　　　　　　《平成28年6月〜 8月分を掲載》

善意のご寄付 ありがとうございました

今善トラクター

チャリティーボックス
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参 加 費   100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

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

新居屋
久渕公民館 新居屋

10月  3日(月)
午前9時〜正午11月  7日(月)

12月  5日(月)

コミュニティ
プラザ萱津 中萱津

10月  3日(月)

午後1時〜 3時

11月  7日(月)
12月  5日(月)

下萱津
コミュニティ
防災センター

下萱津
10月14日(金)
11月11日(金)
12月  9日(金)

森憩の家 森
10月20日(木) 午後1時30分〜

３時11月17日(木)
12月15日(木)

甚目寺会館 甚目寺
10月27日(木)

午前10時〜
11時30分

11月24日(木)
12月22日(木)

新居屋憩の家 新居屋
10月28日(金)
11月25日(金)
12月16日(金)

西今宿公民館 西今宿
10月  3日(月)
11月  7日(月)
12月  5日(月)

上萱津
コミュニティ
防災センター

上萱津
10月26日(水)
11月16日(水)
12月28日(水)

沖之島公民館
下田公民館
徳実公民館

沖之島
下田
徳実

10月26日(水)
11月16日(水)
12月21日(水)

伊福集会所 伊福
10月18日(火)
11月15日(火)
12月20日(火)

秋竹小学校 秋竹
10月  4日(火)
11月  1日(火)
12月  6日(火)

安松集会所 安松
10月19日(水)
11月16日(水)
12月21日(水)

川部集会所 川部
10月12日(水)
11月  9日(水)
12月14日(水)

会　場 開催地域 日にち 時　間

秋竹
東住宅集会所 秋竹

10月  7日(金)

午後1時30分〜
３時

10月21日(金)
11月  4日(金)
11月18日(金)
12月  2日(金)

桂公民館 桂

10月  4日(火)

午前9時30分〜
11時

10月18日(火)
11月  1日(火)
11月15日(火)
12月  6日(火)
12月20日(火)

篠田第二集会所
（いこい・しのだ） 篠田

10月11日(火)
午前10時〜正午11月  8日(火)

12月13日(火)

篠田第二集会所
（いきいきサロン） 篠田

10月  6日(木)

午前9時〜正午
10月20日(木)
11月17日(木)
12月  1日(木)
12月15日(木)

篠田防災
コミュニティセンター

（サロン・しのだ）
篠田

10月25日(火)
午前10時〜正午11月22日(火)

12月27日(火)

富塚集会所 富塚
10月15日(土) 午前10時〜

11時30分11月19日(土)
12月17日(土)

中橋集会所 中橋
10月10日(月・祝)

午後1時〜 5時11月10日(木)
12月10日(土)

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  8日(土)
午前9時30分〜

11時30分
11月12日(土)
12月10日(土)

木田公民館 木田
10月  6日(木) 午前9時30分〜

11時30分11月10日(木)
12月  1日(木)

☆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17日（月）

午前10時〜正午11月14日（月）
12月12日（月）

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。

サロン開催のお知らせ

平成 28 年11月13日（日） 午前9時15分〜
午後3時

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!!

※詳細は、11月号広報と一緒に配布されるチラシをご覧ください。※ホームページにも随時掲載します。

あま市 健康福祉まつり2016


	0001-Page_a
	0002-Page_a
	0003-Page_a
	0004-Page_a
	0005-Page_a
	0006-Page_a
	0007-Page_a
	0008-Page_a

