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福祉実践教室の様子
美和小学校 6年生の児童が

盲導犬について学んでいる様子です。
詳しくは 3ページをご覧ください。

まるっとあま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。
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こちらのQRコードから
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◎皆様が楽しく過ごせるよう工夫してます。

◎新型コロナウイルスの対策をしながら、サロンの開催をしております。

ふれあい・いきいきサロンの風景

素敵な作品を
飾りつつ、
窓を開けて換気

輪投げをしています。
さて、何点入ったでしょう。
ペットボトルも、輪も、
実は手作りなのです～。

誕生日プレゼントです。
手書きのコメントを
添えています。

「生まれてきてくれて
  ありがとう」

身体を動かして
気分もスッキリ！

消毒、マスクの
着用は必須です！

もちろん、
検温も忘れずに！

「クアドロミノス」
なかなか難しい…でも、
それがいいんです！
遊ぶ側も作る側も
頭を使います。
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赤い羽根共同募金

今年も 10月 1日から赤い羽根共同募金運動が始まります。
ご協力お願いします。

他にも、ボランティア団体に対
する活動支援、福祉人材育成事
業、親子防災体験事業、心身障
がい児・者へクリスマスプレゼ
ント配布、あまのかけあしＳ（移
動援助サービス事業）・小中学
校入学児童生徒への祝品事業等
を行っています。

赤い羽根共同募金は “ あま市 ”
の高齢者・障がい者・大人・子
どものみんなの暮らしを豊かに
するために使われています。

問合せ　あま市共同募金委員会　☎４４３－４２９１

　昨年は皆様のご協力により、「７，４０４，４２５円」 のあたたかい心が込められた募金が集まりま
した。
　赤い羽根共同募金は、「自分の町を良くする仕組み」“ あま市 ” の様々な事業に活用されます。
　今回は、皆様から集まった募金によって行われている事業を一部ご紹介します。

ふれあい・いきいきサロン支援事業 車いす専用車貸出事業

赤い羽根共同募金って
何に使われてるのかな？
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盲導犬

車いす

点字
手話

視覚障がい者ガイドヘルプ

高齢者疑似体験

福祉実践教室
　福祉協力校事業の一環として福祉実践教室では、児童・生徒が「豊かな人間性」「共に生きる力」を
育むために、視覚障がい・聴覚障がい・肢体不自由のある人との交流やお年寄りの特性についての講
義や体験をとおして、「どんな気持ちになるだろう」「自分にできることはなんだろう」と関わり方を
学び、福祉への理解と助け合いの心の育成を図っています。

実施内容：車いす・手話・点字・視覚障がい者ガイドヘルプ・盲導犬・高齢者疑似体験等
　６月に美和東小学校と甚目寺小学校、７月に美和小学校と秋竹小学校にて福祉実践教室を開催いた
しました。各小学校で行われた実践教室の一部をご紹介いたします。
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今年度も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため「あま市心身障がい児・者クリスマス会」
の開催を中止することから、療育手帳を所持している方を対象にクリスマスプレゼントを
配布いたします。事前に申し込みが必要となりますので、下記の内容をご参照ください。

 申込期間	　令和３年 11月８日（月）～11月 26日（金）
	 　　　※先着順で120名とし、定員になり次第締め切りといたします。
 対 象 者	　あま市内在住の療育手帳所持者、あま市心身障害児者保護者会会員
 申込方法	　本会のホームページから申込書をダウンロード（窓口での受取り可）し、必要事項を

記入の上、療育手帳と併せてお申し込みください。
 配布日時	　令和３年 12日 13日（月）～12月 17日（金）　午前９時～午後５時
 配布場所	　あま市甚目寺総合福祉会館　　あま市七宝老人福祉センター
	 　あま市美和総合福祉センター　すみれの里
 問 合 せ	　本所　地域福祉課　☎443-4291　※この事業は、赤い羽根共同募金の配分金により実施いたします。
　　　　

あま市社協サンタからのクリスマスプレゼント！

　入学祝品を通じて、ひとり親世帯等に対する教育支援の増進を図ることを目的
とし、中学校へ入学する児童一人に対して、5,000 円分の図書カードを贈呈い
たします。事前に申し込みが必要となりますので、下記の内容をご参照ください。

 申込期間	　令和３年 12月１日（水）～令和４年１月７日（金）　※２月中に贈呈予定
 対 象 者	　あま市内に居住する児童扶養手当支給対象世帯で、来年度、中学校及び特別支援学校

の中学部に入学予定の児童の保護者。ただし、児童扶養手当の支給が全額停止になっ
ている場合は除きます。

 申請方法	　本会のホームページから申請書をダウンロード（窓口での受取り可）し、必要事項を
記入の上、「児童扶養手当証書」と併せてお申し込みください。

 問 合 せ	　本所　地域福祉課　☎443-4291　※この事業は、赤い羽根共同募金の配分金により実施いたします。

中学校ご入学祝品を贈呈します！！

あま市市民活動祭×あま市社会福祉協議会ボランティアフェスティバル
「第５回あまのわ」開催のお知らせ

　令和３年10月30日（土）を予定しておりましたが、コロナ禍でも開催できる形に日程と内容を
変更し開催することとなりましたのでお知らせします。詳細につきましては、10月下旬にチラシ
を各戸配布しますので、ぜひご覧ください。

	日　時	 令和３年 11月 20日（土）～11月 26日（金）
	 午前 10時から午後３時まで（※22日（月）、24日（水）は休館日）
	会　場	 	七宝産業会館２階及び１階市民活動センター
	問合せ	 本所　地域福祉課　☎443-4291
	 あま市市民活動センター　☎445-1900

あま市健康福祉まつり２０２１開催中止について
　11月14日（日）に開催を予定しておりました「あま市健康福祉まつり2021」につきまして、本事業の準備期間に
おいて新型コロナウイルスワクチン接種の時期と重なることや、引き続き感染対策に努める必要があることを踏まえ、
あま市と協議を重ねた結果、来場者の皆様の健康面や安全面などを第一に考え、誠に残念ではありますが、今年度も
中止することと決定いたしました。
　楽しみにしていただいていた市民の皆様には大変申し訳ありませんが、ご理解を頂きますよう、お願いいたします。

 問合せ	 本所　地域福祉課　☎443-4291
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対象団体
　あま市内を活動拠点とするあま市社会福祉協議会ボランティアセンター登録団体であって、会則等
を定め、 2 年以上継続的な活動をしている団体。

対象事業
　令和 4 年 4 月 1 日（金）～令和 5 年 1 月 10 日（火）にあま市内で実施される以下の事業。

・高齢者や子ども、障がい児者、在日外国人等への支援や交流。
・ボランティアや市民活動を広めるための学習会や研修会及び催し。
・地域おこしや文化活動、先駆的・ユニークな事業で他のモデルになる様な事業。

　ただし、 下記の事業は対象となりません 。
　　障害者総合支援法・介護保険法等公的な施策による事業。営利を目的とする事業。
　　他から助成を受けている事業。その他不適当と本会会長が認めたもの。

助 成 額
・１団体につき 上限１００，０００円（交付時期は令和４年５月上旬）
　※１回につき、 1 団体 1 事業までの申請で、最長 5 回（５年）まで助成を受けることが出来ます。

　８月 29 日（日）に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染
拡大の状況を鑑み、令和３年 12 月 11 日（土）へ延期することとなりましたの
でお知らせします。
　また延期に伴い、参加者を追加で募集することといたしましたので、詳細に
つきましては、本会ホームページをご確認ください。

問合せ　本所　地域福祉課　ボランティアセンター　☎ 443-4291　FAX 443-5461

　ボランティアセンター登録団体による「くらしの課題」を
解決するための先駆的・ 独創的な活動の提案・ 事業に対して、
助成金を交付します！

社会福祉法人 あま市社会福祉協議会社会福祉法人 あま市社会福祉協議会
ボランティア団体福祉啓発活動助成事業のご案内ボランティア団体福祉啓発活動助成事業のご案内

この助成金は
みなさまから
寄せられた

「赤い羽根共同募金」
を財源にして
います。

申請の流れ

受付期間　令和３年10月15日（金）～令和３年11月15日 （月）
申請受付　本所地域福祉課 ボランティアセンター（甚目寺総合福祉会館内）
助成事業申請方法説明会　令和３年 10 月 22 日（金）午前 10 時から　甚目寺総合福祉会館
・申請書類は、本会のホームページからダウンロードが出来ます。
・申請書類に必要事項を記入の上、 受付期間内に提出して下さい。
　　１次審査：書類選考
　　２次審査：令和４年２月中に一般公開プレゼンテーション審査

　※ご不明な点につきましては、 下記問合せ先へご連絡下さい！

　「親子防災体験」のお知らせ！　「親子防災体験」のお知らせ！
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　未経験介護職希望者の資格取得を応援することで、
あま市内の介護人材確保のため、社会福祉協議会が
介護職員初任者研修業務を開催します。

今こそ資格の取得を目指しませんか！今こそ資格の取得を目指しませんか！
介護の仕事に就きたい方への介護職員初任者研修！介護の仕事に就きたい方への介護職員初任者研修！

１．日時
　令和３年 11 月 13 日（土）～令和４年３月 12 日（土）の毎週土曜日のうち全 15 回
　※日程の詳細について、本会ホームページにてご確認いただけます。
　時間　午前９時から午後５時頃
　新型コロナウイルス感染予防対策を行い研修を実施します。

２．会場
　あま市甚目寺総合福祉会館（〒 490-1104　あま市西今宿馬洗 46 番地）

３．応募資格
　あま市内に在住在勤で、原則全日程出席可能な 18 歳以上（高校生を除く。）の方と
します。ただし、この研修修了後にあま市内に所在する福祉・介護事業所に勤務する
意思のある方で、現に福祉・介護事業所に勤務していない方を優先します。( 介護事業
所等に勤務している方は申込みをお断りすることがあります。)

４．募集人数・受講料
　定員　20 名　　受講料　20,000 円
※ 本会ホームページから申込書をダウンロードして必要事項を記入の上、受講料を

添えてお申込み下さい。

５．募集期間・申込先
　募集期間　令和３年 10 月１日（金）～令和３年 10 月 29 日（金）
　　　　　　ただし、申込みが受講定員に達した時点で募集を終了します。
　申 込 先　本所　地域福祉課
　　　　　　☎ 443-4291　FAX 443-5461
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役員の方がコロナ感染と熱中症の対策など安全
第一に活動を考えてくれていました。新しく転入され
た方をみなさまが温かく迎え入れており、大切に子
どもを守り育てようとしているところがすてきです。

すて
きポイント!

近所の知りあいだからこその安心感があります。
地域で困っている方に対して、いつまでも地域で
暮らせるよう支えあいの活動がすてきです。

すて
きポイント!

約束がなくても、集会所に行けば仲間に会えるという
ことが、安心につながっています。足が悪く来られなく
なった方に対しても、声かけをして気にかけあっている
ことがすてきです。

すて
きポイント!

みなさまが協力しあい、熟練の技で気持ちのこ
もったお仕事をされている姿が、自身の健康に
も繋がり、いきいきとされていてすてきです。

すて
きポイント!

【活動内容】
地域の憩いの場である上萱津防災コミュニティセンター南
広場の除草が行われました。草とりをしながら、雑談にも花
を咲かせていました。「久しぶり、最近はどう？」と近況報
告するなど、地域の情報交換の場になっています。廃品回収
を終えた子ども会の参加もあり、「大きくなったね～何年生
になった？」と世代を超えた交流の機会ともなっています。
地域の行事を通じて、新たな出会いがあり、地域のつながり
の基になっています。住んでいる人と環境を大切にする思い
が次世代へつながっていくよい機会となっています。

【活動内容】
伊福お助け隊は、思い
やり・支えあい・助けあ
う伊福をめざして、伊福在住のボランティア（27名）が生
活支援活動を行っています。一人暮らし高齢者等に対し、
自宅の草取りや関係機関などへの移送支援、買い物同行や
代行といった住民の困りごとに対して可能な範囲でサービ
スを実施しています。買い物同行では、購入したいものを
自分でしっかり確認しながら買い物をしてみえました。時
間の制約がないため、ご自分のペースで買い物できます。

【活動内容】
12年前に区民の誰もが利用できる居場所にしたいと始ま

り、毎日開いている集会所です。出入りは自由で、テレビを
見たり、お話したり、昼寝をしたり、家庭的な雰囲気で過ご
されています。毎日来ている方は、「ここはいいんだぁ～知っ
ている人がいて、話を聞いてくれる。みんな優しいんだ。」
と嬉しそうに話してくださいました。顔がみえない方がいる
と誰かが「今日は病院に行っとるわ」と言われ、日頃から気
軽に話をしたり、相談できる相手が近くにいるという、見守り・
見守られる関係が自然に築かれていました。

【活動内容】
依頼のあった方の自宅をはじめ、
企業・公共施設の除草作業をしています。作業される会員
さんは、あま市の高齢者。会員さんの中で 80歳を超え 10
年以上働かれている方もみえました。88歳の会員さんに
お話を伺うと「腰や膝に痛みもあるが、家の中にいるより
仲間と一緒に楽しく働くことが自分の健康にも繋がってい
る。はじめは大変だったが慣れた。依頼者に喜んでもらえ
ることが何よりの励み。」と、笑顔で答えられていました。

い
ふ
く
ん

い
む
ぎ
ん

栄 地 域

伊 福
  地 域

上 萱 津
地 域

環境美化活動
�（上萱津区と上萱津地区コミュニティ協議会）

伊福お助け隊
伊福地区コミュニティ推進協議会
生活支援部会

集会所の仲間
（栄南集会所）

除草班の仲間
（シルバー人材センター）

2. 地域のお宝紹介
～あま市で見つけた
 つながり・支えあい活動～

新型コロナウイルス感染症の
影響が長く続いているけど、地域でつながりを
切らないよう、工夫した活動を行っているので、

紹介するね！

美 和 地 区
⎛
⎝

⎞
⎠
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新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、地域活動の多くが縮小や中止を余儀なく
されています。
この経験は、つながり・支えあいの大切さ、これまでの積み重ねてきた活動への
思いを再確認する機会にもなったと思います。
外出しにくい今だからこそ、家族や友人とのちょっとした挨拶や会話が大切ですね。
あま市支えあい情報では、「人と人とのつながりや支えあい」の活動を「地域のお宝」
として、広くみなさまに紹介していきます。ご近所にあるお宝のひとつひとつが、安心
して暮らせる地域につながっています。支えあいの文化を未来へつむいでいきましょう。

●地区の高齢者の困りごとは、顔を見て話をし、情報交換することが解決
への一歩となっている。だからこそ、声かけや集まる場は大事。

●高齢者や若者が、お互いに声をかけあえる地区になるといい。
●高齢者が生活に困らないよう、活用でき、見やすいマップがあるといい。

支えあい活動（地域のお宝）を生活支援コーディネーターへ教えてください！
後日、取材をさせていただきます。
� 【問合せ】 介護支援課 地域包括支援センター　☎４４３－４２９１

参加者の声

1. 協議体
 （支えあい会議）の紹介

では、各地域のお宝の情報共有を行っています。コロナ
禍で、地域の集まりなどお宝活動が、どのように実施しているか、どう変化した
かを話し合いました。行事を中止にしているところもありましたが、密にならな
いよう感染症対策をとったり、屋外で集まるなど地域ごとに工夫し、関わりを途

切れさせないように取り組んでいます。

七宝地区協議体

では、笑顔あふれる美和の郷となるように、住んでいる人
だからこそ気づく地域の状況について情報交換しています。高齢者は、コロナワク
チン接種の予約をどのようにしたのか、免許を返納した高齢者の移動手段、コロナ
禍でもできる地域の活動方法など、色々な話題がありました。今後は住んでいる方
が安心して生活する上で活用しやすいマップや、地域にあるお宝をま

とめたマップ作りを進めていきます。

ささえ愛♡美和

●沖之島に水路が完成した。水路沿いを活用してウォーキングをしていきたい。
●色々なお祭りが中止になったが、子ども達が楽しめるよう密を避け屋外で
行事を実施した。

●昔の行事を復活させようと、若い世代の賛同を得て行事を行っている。

参加者の声

今回は七宝地区と美和地区で行っている
・七宝地区協議体
・ささえ愛♡美和� を紹介するね！
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パート募集パート募集
土日祝　休み♪

生活スタイルにあった働き方もできます♪
お気軽にお問合せしてね～★

まるっとあま4月号では地域包括支援センターの仕事内容についてお知らせ
しました。今回はそのうちの一つ「介護予防ケアマネジメント」について
具体的にお伝えしていきたいと思います。　

問合せ 　介護支援課　地域包括支援センター

　　　　　　　甚目寺　☎ 443-4291　　　七宝　☎ 441-1681　　　美和　☎ 446-0611

あま市社会福祉協議会地域包括支援センターあま市社会福祉協議会地域包括支援センターからのお知らせからのお知らせ

 介護予防ケアマネジメントとは
高齢者が要介護の状態になることをできる限り防ぎ、もしも介護が必要な状態になっても、それ以
上に悪化することを防ぎ、自立した生活を続けられることを目的としています。
あま市の介護保険の認定者数は年々増加しており、特に75歳以上の方の増加が大きくなっている
傾向にあります。
地域で生きがいを感じながら暮らしていくために、自ら目標を立て、目標の達成に必要な介護予防
や生活支援等のサービスを利用することができる制度です。

介護保険の要介護認定において「要支援１、要支援２」の認定を
受けた方、介護認定は受けていないが基本チェックリストによっ
て「事業対象者」となった方が対象になります。
どのようなサービスを利用できるのか？利用したいサービスは
あるが、どのように進めればいいか分からない…等、何か心配な
ことがあれば「地域包括支援センター」にご相談下さい。

・歩行器、手すり等の福祉用具のレンタル、住宅改修
・デイケア、デイサービス、ショートステイ
・訪問介護・訪問看護
・配食サービス
・ボランティアによる見守り等

利用できる利用できる  介護予防・生活支援サービス、地域資源介護予防・生活支援サービス、地域資源

※�サービスによっては対象が異なるため、ご相談ください。

デイサービスでの介護業務全般のお仕事です★
ご利用者様が楽しく1日を過ごせるよう、送迎、食事・
入浴介助、レクリエーション等を行います。

勤務地 　美和デイサービスセンター
　　　　　　（あま市花正中之割 13番地１）
時給 　1,000 円～（資格による）　

　　　　　　★処遇改善一時手当（別途支給）
勤務時間 　午前 8時 30分から午後５時 15分のうち相談可能
勤務日 　週２～週 5程度
問合せ 　本所　総務課　☎ 443-4291
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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
場　所

相談名 甚目寺総合福祉会館 七宝老人福祉
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／1人�担当：弁護士

10月 7日（木）・21日（木） 28日（木） 14日（木）

午前10時～正午

11月 4日（木）・18日（木） 25日（木） �11日（木）

12月 2日（木）・16日（木） 23日（木） ��9日（木）

心配ごと相談（予約不要）
受付は午前11時30分まで

10月 14日（木） 21日（木） ��7日（木）

11月 11日（木） 18日（木） �4日（木）

12月 9日（木） 16日（木） ��2日（木）

司法書士による相続・登記相談
（登記手続上の相談に限る：要予約）
30分/1人

10月 28日（木）

11月 25日（木） 11日（木）

12月 23日（木）
予約・問合せ 　本所　地域福祉課　☎ 443-4291
※法律相談及び司法書士による相続・登記相談については、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。
※法律相談については、相談を円滑に行っていただくために、予約時に相談の内容をお伺いしますので、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、同一内容や継続しての相談をお断りします。
※司法書士による相続・登記相談は相談日の３日前（３日前が休業日の場合は前の営業日）までの予約が必要となります。

ユニー株式会社“小さな善意で大きな愛の輪”運動
ピアゴ甚目寺店…………………… 121,919円
匿名…………………………………… 50,000円
匿名…………………………………… 30,000円
名古屋ヤクルト販売株式会社……… 22,073円
栄サロン……………………………… 15,800円
株式会社マリモ…………タオル・ハンドタオル
マリオン甚目寺森店（5/21,6/25,8/6）……お菓子

チャリティーボックス

七宝郵便局…………………………… 24,720円
ファミリーマート新居屋大日店…… 21,835円
甚目寺総合体育館………………………3,028円
セブンイレブンあま甚目寺店…………2,274円
甚目寺総合福祉会館……………………1,227円

みなさまからお寄せいただきましたご寄附は、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）… 〈令和３年６月～令和３年８月分を掲載〉

★★ 新入社員の紹介 ★★ 令和３年４月１日、地域福祉課へ新しい仲間
が入りました !!

一言メッセージ

あま市の福祉の発展に貢献出来るよう、一生
懸命頑張っていきたいと思います！
まだまだ慣れないことも多く、ご迷惑をおか
けするかもしれませんがよろしくお願いいたし
ます！

荒 井 拓 海
名前
あら い たく み
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福祉実践教室の様子
美和小学校 6年生の児童が

盲導犬について学んでいる様子です。
詳しくは 3ページをご覧ください。

まるっとあま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。

発 行
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（甚目寺総合福祉会館内）
TEL（052）443-4291　FAX（052）443-5461

http://www.ama-syakyo.jp/　

こちらのQRコードから
ホームページへアクセスできます

LINE公式アカウント
お友達登録はこちらから
LINE@ID：@amasyakyo

QRコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です

問合せ 本所　地域福祉課　☎443-4291

甚目寺観音東

甚目寺駅北西 五位田

甚目寺駅
甚目寺小

ヨシヅヤ

甚目寺西小

福
田
川

あま市甚目寺
庁舎北

甚目寺中
市役所甚目寺庁舎

あま市民病院西
あま市民病院

甚目寺
総合体育館

甚目寺
郵便局

総合体育館北
新居屋東

稲荷

甚目寺北 IC あま市社会福祉協議会N

◎皆様が楽しく過ごせるよう工夫してます。

◎新型コロナウイルスの対策をしながら、サロンの開催をしております。

ふれあい・いきいきサロンの風景

素敵な作品を
飾りつつ、
窓を開けて換気

輪投げをしています。
さて、何点入ったでしょう。
ペットボトルも、輪も、
実は手作りなのです～。

誕生日プレゼントです。
手書きのコメントを
添えています。

「生まれてきてくれて
  ありがとう」

身体を動かして
気分もスッキリ！

消毒、マスクの
着用は必須です！

もちろん、
検温も忘れずに！

「クアドロミノス」
なかなか難しい…でも、
それがいいんです！
遊ぶ側も作る側も
頭を使います。
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