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あま市社協のキャラクターが
誕生しました！

おもいやりの
やさしい心をもつ
妖精「あーちゃん」

たすけあいの
やさしい心をもつ
妖精「まーちゃん」

みなさんと一緒にあま市の福祉の
まちづくりをがんばります！

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います。
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赤い羽根共同募金
令和４年度目標額　8,500,000 円

※共同募金は、計画した福祉事業を実施するために、募金活動を行う計画募金です。
　計画を実施するのに必要な額が目標額です。
本年も 10月１日から赤い羽根共同募金が始まります。期間は令和５年３月 31日までです。
ご協力をお願いいたします。

問合せ　あま市共同募金委員会　☎ 443-4291

募金ができる自動販売機設置のご案内
　飲み物を購入すると、その売り上げの一部が
共同募金に寄付されます。いつでも、誰でも、
赤い羽根共同募金を通じて、社会貢献していた
だける自動販売機です。

「募金箱」設置の店舗募集
　お店のレジ近くや窓口に募金箱を設置し、共同
募金への協力を広く呼びかけることで、「じぶん
の町を良くする」活動を支えてください。募金箱
は無料で提供いたします。

あま市の共同募金配分金によって行われている事業の一部をご紹介します。

あまのかけあしＳ（移動援助サービス事業）

福祉人材育成事業

ふれあい・いきいきサロン支援事業

親子防災体験事業

10 月の募金活動予定

街頭募金

 １ 日（土）10 時から 11 時まで ヨシヅヤ甚目寺店、ヨシヅヤ Y ストア篠田店、ゲンキー七宝桂店
 ３ 日（月） 17 時から 18 時まで 名鉄甚目寺駅、ナフコトミダ木田店、ナフコトミダ七宝店
 ８ 日（土） 11 時から正午まで スギ薬局七宝店、Ｂ＆Ｄドラックストア七宝店、

Ⅴ・ｄｒｕｇ七宝店、ヨシヅヤ甚目寺店、ピアゴ甚目寺店
イベント
募金

12 日（水） 10 時から 11 時まで 甚目寺観音（甚目寺観音てづくり朝市会場）
22 日（土） 10 時から 15 時まで 甚目寺総合体育館（第６回あまのわ会場）

※１日（土）、３日（月）、12 日（水）は募金活動を行うボランティア募集中。詳しくは HP でご確認ください。
※活動場所は変更する場合があります。
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令和４年度「親子防災体験」を開催しました！

あま市社協のキャラクターが誕生しました！

　令和４年８月６日（土）、甚目寺総合体育館にて、「親子防災体験」を開催しました。当日は市内の
親子ら 32 名が参加し、「地形・液状化現象について」、「ロープワークについて」、「簡易トイレについて」、

「簡易テントについて」、「簡易担架について」の５つのコーナーを体験し、親子で様々な防災体験につ
いて学びました。

　今年度もあま市防災ネットのみなさまにご協力いただきました。ありがとうございました！今後も事
業を継続し、防災へ意識を高めていけるように取り組んでまいりますので、次回開催時も是非、ご参加
ください！　※この事業は赤い羽根共同募金の配分金により実施しております。

プロフィール
あーちゃん

「おもいやりのココロ」の
妖精で、人を思いやる優し
いココロの象徴です。
双子の妖精まーちゃんの
姉のような存在。
●性格

おしとやかでとても優
しいけど、弱虫ですぐに泣いてしまう。
優しい思いは強いが、恥ずかしがりやで、行動
にうまくつながらない。
●好きなもの　 「人の笑顔」など

まーちゃん
「助け合いのココロ」の
妖精で、人を助ける優し
いココロの象徴です。
双子の妖精あーちゃんの
弟的存在。
●性格

思い立ったら即行動す
るタイプ。
おっちょこちょいだが、なんでも一生懸命に努
力する努力家でへこたれない。
●好きなもの　「ありがとう」という言葉など

地形・液状化現象を学びました 簡易トイレにも色々あります開会式の様子

ロープワークを覚えよう！ 簡易テントを設営しました 簡易担架を体験しました

　あま市民のココロに宿ると言われている
二人の妖精がココロに宿るとき、人にやさ
しい素敵な人になれ、その人も、その周り
の人も幸せになれます。
　ココロに、あーちゃんとまーちゃんを宿し、
「おもいやり」と「たすけあい」のやさしい
気持ちを大切にしましょう！そして、「おも
いやり」と「たすけあい」があふれる、素敵
なあま市にしましょう！
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　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４年12月１日（木）～令和５年１月６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 込 方 法 　��申請書（本会ＨＰからダウンロード、又は社協本支所で配布しております）に必
要事項を記入し、児童扶養手当証書をご持参のうえ、あま市社会福祉協議会（本所・
七宝支所・美和支所）窓口へお申し込みください。

問 合 せ 　七宝支所　地域福祉課　☎441-1681
　※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！！

日 時 　令和４年12月３日（土）　午前10時～
会 場 　甚目寺総合福祉会館
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
参 加 費 　無　料
申 込 期 間 　令和４年11月１日（火）～11月 14日（月）
　　　　　　　※先着順で70名とし、定員となり次第締め切りといたします。
申 込 方 法 　�申請書（本会ＨＰからダウンロード、又は社協本支所で配布しております）に必

要事項を記入し、療育手帳をご持参のうえ、あま市社会福祉協議会（本所・七宝支
所・美和支所）窓口へお申し込みください。

問 合 せ 　美和支所　地域福祉課　☎446-0611
　※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。

心身障がい児・者クリスマス会開催のお知らせ

　ボランティア活動及び市民活動への理解と促進のため、今年度もあま
市主催の「あまのわ」を市民活動センターとの共同運営で、下記のとお
り開催します。
　今年度の開催では、コロナ禍において活動の自粛を余儀なくされた登
録団体のみなさんが、ウィズコロナの新たな活動を頑張って行っている
姿を紹介します。
　詳細については、９月下旬にチラシを各戸配布しますので、ご覧くだ
さい。市民のみなさんのご来場をお待ちしています！
日 時 　令和４年10月 22日（土）　午前10時～午後３時
会 場 　�あま市甚目寺総合体育館　メインアリーナ
問 合 せ 　本所　地域福祉課　☎443-4291
　※新型コロナの感染状況で、開催内容に変更がある場合があります。

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６回あまのわを開催します！
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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 5 年 4 月 1 日（土）から令和 6 年 1 月 10 日（水）まで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5年５月中）
※ 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。

問合せ 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４年10月11日（火）から令和４年11月18日（金）まで
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４年 10 月 15 日（土）10：00 ～　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ください。
　　１次審査：書類選考
　　２次審査：令和５年２月中に一般公開プレゼンテーション審査

　※説明会に参加を希望される団体は、事前にご連絡ください！
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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資格取得のお手伝いをします。

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！

１．会場

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

２．講座の日程等

　令和４年11月５日（土）から令和５年２月25日（土）までの毎週土曜日　15日間を予定
　時間：午前９時から午後５時頃

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（ただし、令和 5 年 3 月
31 日までに 18 歳になる方も含む）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
※  HP から申込書をダウンロードして必要事項を記入し、受講料を添えてお申込み

ください。

５．募集期間・申込先

　募集期間　令和４年 10 月３日（月）から令和４年 10 月 28 日（金）まで
　　　　　　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　地域福祉課（甚目寺総合福祉会館内）
　　　　　　☎ 443-4291　FAX 443-5461

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。
詳細は本会 HP から令和４年度介護職員初任者研修受講者募集要項をご覧ください。
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集まる場所があることで気にかけあう関係が
地域に生まれるところが素敵です。

すて
きポイント!

できたてのモーニングを食べながら、心配ごとを
気軽に相談でき、身も心もホッとする居場所に
なっていて素敵です。

すて
きポイント!

子どもたちが手書きで作成した町内会だより
は、とても温かみがあり、地域の繋がり・絆を
深めるきっかけになっていて素敵です。

すて
きポイント!

畑作業を目的に外に出る機会にもなり、近所の
方が集まることで、交流の場になっていて素敵
です。

すて
きポイント!

【活動内容】
丹波地域では神社と児童公園の清掃を、町内会で組ごと

に持ち回りで行っています。参加された方より「普段会わ
ない人とも顔を合わすことができてよい。引っ越して来た
人も顔なじみになる機会になっている。」などと伺いまし
た。また閉じこもりがちな高齢の方が出かけることで、運
動や情報交換の場にもつながっており、そこに住まわれて
いる方にとって大切な活動になっています。

【活動内容】
喫茶店 “ カフェド 10℃ ” では、毎週木曜日に集まっている

方々がみえます。同じ町内会で以前より交流があった方、独
り暮らし・夫婦世帯の女性が中心です。集まりは 10 年程前
から始まり、お互いに情報交換・安否確認ができる場となっ
ています。「話をすることが元気の秘訣。」「来るのが楽しみ。
このために頑張れる。」などと、話をされるみなさまの笑顔
がとても印象的でした。様々な種類のモーニングセットがあ
り、みなさまにとって選ぶ楽しみもあるようです。

「見つけよう！あま市の支えあい ～地域のお宝発表会～」を開催します。
日時：12 月 14 日（水）13 時 30 分～ 15 時 30 分
場所：あま市美和文化会館 多目的ホール ABC

※ 11 月から受付を開始します。事前の申込が必要です。
申込先   介護支援課  地域包括センター  美和　☎446-0611 

【活動内容】
上萱津地域は区役員と子ども会が協力をして、町内会だ

よりを年２回発行しています。“みんなで より 住みよい町！”
にするため、町内会の活動や行事を紹介する他に、『子ども
の目』と題し、子どもの目線で上萱津の魅力を調べて発信
しています。子どもからは「上萱津のいいところを調べたの
で、みんなに知ってもらいたい。今まで知らなかったことを

（役員の方が）一緒に調べて教えてくれるので、とても勉強
になった。」とたよりの発行を楽しみにしています。

【活動内容】
近所の人達と一緒に畑作業をしている方がみえます。

元々ひとりで畑作業を行っていましたが、7 年程前から 3
～ 4 人の方と一緒に野菜や花作りをしてみえます。同じ
場所で一緒に作業をすることで、会った際に話ができた
り、野菜の作り方を教わったり、苗を分け合うなど、「ひ
とりで作業するよりも楽しくできるようになった。」と話
してみえました。畑作業を通じて近所の方との交流の場に
もなっていました。

新居屋
地域

上萱津
地域

ご案内

申込二次元コード

丹波地域

下田地区

地域の清掃活動

喫茶店で集う木曜会

町内会だより作り

畑作業のお仲間

地域のお宝紹介 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～～あま市で見つけたつながり・支えあい活動～

多くの方の
ご参加をお待ちして
おります！



あま市支えあい情報 ～生活支援コーディネーターだより～

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

9

- No.58 -

地域包括支援センターは、高齢者のみなさまが地域でいつまでも自分らしく生活するために
必要な支援をする総合相談窓口です。高齢者の方の健康づくりや、社会や人とのつながりなどの機会
を見つけたい方の相談窓口として、専門分野を生かし連携をとりながら活動しています。

福祉出前講座を開催しました！

～今回の講座内容を
　　　　　ご紹介します～

● 介護予防の話、体力チェックの方法 など

● 地域包括支援センターの話

今後の講座内容はご相談ください
〔例〕 ● 地域のお宝の話
　　 ● 権利擁護の話
　　　　　　　　　　　など

コロナ対策で人数や内容が
限られたものになりました
が、楽しく和気あいあいと
有意義な時間を一緒に過ご
すことができました！

地域包括支援センターがどんな仕
事をしているのか分かった。
保健師、主任ケアマネジャー、社会
福祉士がいて身近な存在で気軽に
相談できるところなんだね。

参加者参加者

じゃんけんって、相手に勝つようにする
のは簡単だけど、負けるようにする方が
難しいんですね。いい勉強になりました。
介護予防の説明や、体力チェックの方法
は分かりやすかった。体操は自宅でも
やってみようと思う！

参加者参加者

主催者主催者

宝寿会連合会女性部宝寿会連合会女性部  より依頼があり、より依頼があり、
 七宝老人福祉センターにて福祉出前講座を開催しました。 七宝老人福祉センターにて福祉出前講座を開催しました。

いつまでも生き生きと
前向きに暮らしていけるための
予防に効果的な３つの要素

栄養  体力  社会参加  

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
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お 気 軽 に お 電 話 く だ さ い ♬

問合せ 　あま市社会福祉協議会　総務課　☎ 443-4291

１、勤務可能な日時を指定できます１、勤務可能な日時を指定できます
予定に合わせて、自分で休みを決めていただけます。
長期休み等のご相談にも応じます♪

３、安心のサポート体制３、安心のサポート体制
慣れるまでベテランヘルパーが同行するなど、初めての方でも
安心して働けるようサポートします♪

登
録
登
録ヘルパー募集！ヘルパー募集！登
録
登
録ヘルパー募集！ヘルパー募集！

「住み慣れた地域で暮らし続けたい」「住み慣れた地域で暮らし続けたい」
という希望を支えるやりがいあるお仕事です。という希望を支えるやりがいあるお仕事です。

２、時給２、時給
平日　　	 …１,２５０円～
土・日・祝 	…１,６８8円～ 別途、処遇改善

加算手当

必要な資格

介護福祉士
または

介護職員初任者
研修修了者
（ホームヘルパー2級）

1日１~2時間や
週1日の勤務
でも可能です♪

　あま市権利擁護センターでは、広く市民の皆さんに成年後見制度や権利擁護について普及・
啓発するため、「親なきあとの障がい者の生活を考える～成年後見制度をふまえて～」と題して、
先駆的に権利擁護支援を展開されている今井友乃氏をお迎えして講演会を行います。

日　時 　10月29日（土）午前10時~11時15分
　　　　　（開場　午前９時30分）
場　所 　甚目寺公民館　大ホール
講　師 　特定非営利活動法人 知多地域権利擁護支援センター

　　　　　理事長　今井 友乃　氏
対　象 　どなたでもご参加いただけます
定　員 　３００人
申　込 　 参加を希望される方は、事前の申込が必要となります。

　　　　　 申込方法は、あま市公式ウェブサイトやパンフレット
をご覧ください。なお、申込期限は、10月21日（金）
までとなります。

問合せ 　あま市役所 社会福祉課　☎ 444-3135　FAX 443-3555

講演会のご案内 「親なきあとの障がい者の生活を考える～成年後見制度をふまえて～」

新型コロナウイルス感染症予防に関するお願い
◦�甚目寺公民館の大ホールは、定員 800 人の会

場ですが、入場は 300 人までとします。
◦�会場へお越しの際は、検温とアルコール消毒に

ご協力いただき、マスクの着用をお願いします。
◦�体調不良の場合は、参加をご遠慮いただきます。
◦�感染状況により、講演会を延期又は中止する場

合は、あま市公式ウェブサイトにてお知らせし
ます。
◦�換気のため、窓などを開放しますので、ご協力

をお願いします。



いこい・しのだ　篠田第二集会所 ジョイジョイサロン　名古屋西福音自由教会

どのサロンも感染対策を徹底して、サロンの開催をしております。

たくさんの方の参加をお待ちしてます！

ふれあい・いきいきサロンの風景

上萱津いきいきサロン　上萱津コミュニティ防災センター

認知症予防講座を
参加者で受けている
様子です。

茶話会もとても
盛り上がっていました。

男性の参加者も多く、
スタッフと一緒に折り紙や台ふきを
楽しみながら作られていました。

認知症予防講座で
クイズを行っています。

市の認知症予防
講座の一環で
座った体操と
立った体操を
行っています。

問合せ 本所　地域福祉課　☎443-4291
★サロンの新規立ち上げにご興味のある方はお気軽にお問合せください。
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甚目寺観音東
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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

あま市社協のキャラクターが
誕生しました！

おもいやりの
やさしい心をもつ
妖精「あーちゃん」

たすけあいの
やさしい心をもつ
妖精「まーちゃん」

みなさんと一緒にあま市の福祉の
まちづくりをがんばります！

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います。
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★★ 新入社員の紹介 ★★ 令和４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

今年から新しく入社しました、横山と申します。
まだまだ分からないことも多いですが、あま市の
福祉をより充実させられるように頑張りますので、
よろしくお願いします。

横 山 　 豪
名前
よこ やま ごう

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

法律相談（要予約）
30分／1人 担当：弁護士

10月 6日（木）・20日（木） 27日（木） 13日（木）

午前10時～正午

11月 2日（水）・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）
受付は午前11時30分まで

10月 13日（木） 20日（木） 6日（木）
11月 10日（木） 17日（木） 2日（水）
12月 8日（木） 15日（木） 1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 27日（木）
11月 24日（木） 10日（木）
12月 22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はお断りします。
※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。

今善トラクター………………………132,000円
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……………………… 97,524円
匿名…………………………………… 50,000円
匿名…………………………………… 30,000円
名古屋ヤクルト販売株式会社……… 28,956円
マリオン甚目寺森店（6/15、8/8）… ………お菓子

チャリティーボックス

セブンイレブン七宝町桂店………… 12,002円
森憩の家…………………………………4,040円
禄紫苑……………………………………2,079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４年６月～８月分を掲載〉

いこい・しのだ………………………………台ふき
サロン・しのだ………………………………台ふき

▲今善トラクター様
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