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検索

社協だより

今年度も社会福祉協議会では、次のとおりボランティア養成講習会を開催します。いずれの講習会も
費用は無料です。ボランティア活動に興味、関心のある方ならどなたでも参加できます。
４月27日（金）までにボランティアセンターへお申し込みください。いずれの講習会も定員になり次
第受付終了とします。皆さんの参加をお待ちしております。
■ボランティアセンター（しんしろ福祉会館内） 1 ２３−５６１８

点訳とは、文字や数字を視覚に障がいのある方々が触覚で読む点字に書き
換える作業を言います。実際に点字の読み書きが出来るよう、楽しく学んで
いきます。
期
間：６月６日（水）〜10月17日（水） 午後１時30分〜３時
全10回（毎月第１、３水曜日に開催）
場
所：しんしろ福祉会館３Ｆ 多目的室Ｃ
定
員：10名
講
師：新城はぐるまの会 点訳部
手話は、聴覚に障がいのある方々と情報交換をするコミュニケーションの
一つです。
聴覚障がいについて正しい理解を深め、基本的な手話を学んでいきます。
期
間：５月８日（火）〜７月10日（火） 午後７時30分〜９時
全10回（毎週火曜日に開催）
場
所：しんしろ福祉会館２Ｆ 研修室Ａ
定
員：10名
講
師：尾坂 由行 氏
音声訳とは、視覚に障がいのある方々の目の代わりに、声で情報を伝える
もので、文字で書かれているものを音声に書き換える作業をいいます。
朗読とは異なるものでニュースを読むアナウンサーのようなものです。そ
の技術方法を学びます。
期
間：６月７日（木）〜12月20日（木） 午後１時30分〜３時30分
全14回（毎月第１、３木曜日に開催）
場
所：しんしろ福祉会館２Ｆ 研修室Ａ
定
員：10名（パソコンを立ち上げる程度のことができる方）
講
師：豊橋明生会館 夏目 久子氏／新城はぐるまの会 音声訳部
備
考：参加費は無料ですが、テキスト代は実費負担とします。
要約筆記とは、聴覚に障がいのある方々に、ＯＨＣ等を利用して会議・講
演の進行時に話し言葉を要約して文字に変えて伝える手法です。
コミュニケーション支援及び要約筆記の方法やわかりやすく伝える技術を
学びます。
期
間：５月19日（土）〜２月２日（土） 午前９時30分〜11時30分
全９回（毎月第１土曜日に開催）
場
所：しんしろ福祉会館３Ｆ 多目的室Ａ
定
員：10名
講
師：豊橋要約筆記サークル すくり〜ん
飯室 俊夫氏
新城はぐるまの会 要約筆記部

ボランティアの方々が、安心して活動を行うために、万が一の事故・傷害等を補償する『ボランテ
ィア活動保険』があります。平成23年度、ご加入いただいておりましたボランティアグループ・
個人の方につきましては、補償期間が平成24年３月31日(土)で終了します。引き続きボランティ
ア活動を継続し、保険加入を希望される方は、あらためて平成24年度分の加入手続きが必要です
ので、お早めにボランティアセンターで手続きをお願いします。

社協だより

子育て支援活動助成事業の
お 知 ら せ
この事業は、子育て中の団体（グループ・サー
クル）
、またはそれを支援されている団体等に対
して、より発展的な活動の展開と充実した子育
て活動を行っていただくために、助成金を交付
するものです。

申請資格
新城市に在住の方で、以下の条件を満たす
ものとします。
①自主的かつ継続的に活動している団体。
②新城市内で活動していること。
③活動内容が有償の活動でないこと。

助成金額
助成金は当該年度内の団体（グループ）が行
う事業に必要な経費を対象とし、１万円を限
度額とする。

申請期間
平成24年４月２日b
〜平成24年５月31日e

申請方法
助成金等交付申請用紙に関係書類を添えて
ご提出ください。申請用紙は、しんしろ福祉
会館、作手センターにあります。また、ホー
ムページからもダウンロードできます。
詳細は、各窓口に問合せください。

ボランティア活動助成事業の
お 知 ら せ
この事業は、新城市におけるボランティア活
動推進のため、ボランティア活動をしている団
体
（グループ）に対して助成金を交付し、より発
展的な活動を展開していただくためのものです。

申請資格
新城市社会福祉協議会ボランティアセンタ
ーに登録している団体で、以下の条件を満た
すものとします。
①自主的かつ継続的な活動計画に基づき積極
的に活動している。
②新城市内で活動している。
③会則、事業計画、事業報告、収支予算書、
収支決算書が作成されている。
④行政または企業等からの補助や委託で行わ
れている事業でないこと。
⑤主な活動内容が有償の活動ではないこと
（実
費徴収は無償と考えます）。

助成金額
助成金は当該年度内の団体（グループ）が行
う事業に必要な経費を対象とし、５万円を限
度額とする。ただし、食糧費は除きます。

申請期間
平成24年４月２日b
〜平成24年５月31日e

申請方法
新城市社会福祉協議会
しんしろ福祉会館
1２３−５６１８
作手センター（虹の郷） 1３８−１４８１
http://www.shinshiroshakyo.or.jp

助成金等交付申請用紙に関係書類を添えて
ご提出ください。申請用紙は、しんしろ福祉
会館、作手センターにあります。また、ホー
ムページからもダウンロードできます。詳細
は、各窓口に問合せください。

表 紙 の 写 真
３月15日（木）作手在宅介護支援センターで「介護
者のつどい」を開催しました。日頃、介護されている
方のリフレッシュということで、梅のお花見と介護
用品の見学を計画しました。
今年は梅の開花が遅れているようですが、川売の
梅を満喫してきました。又、介護者同士の交流で、介護の様子や方法、考えなどそれぞ
れ話しができ楽しんでいただけたようでした。

社協だより

社会福祉協議会では、区長さん、民生・児童委員さん、ボランティアさんのご
協力のもと、市民誰もが参加できるチャリティー事業として、福祉に対する関心
や理解を深め、地域福祉の充実発展に寄与することを目的としてチャリティーバ
ザーを開催します。
ご家庭で眠っている品物を福祉のために役立てていただけませんか。売上金は
市内において行われる乳酸飲料の配付による安否確認事業や
敬老会助成といった老人福祉活動等の事業資金とさせていた
だきます。皆さんのご協力をお願いします。

５月13日(日)

午前10時〜正午

※今年は午前中の開催になります。

新城小学校講堂
□ご寄贈いただきたい品物について
タオル類・日用品・食料品等をお願いします。
※ただし、リサイクル品、酒、衣類、家電製品、大型家具等
についてはご遠慮ください。

□品物の収集方法・収集場所等について
各区によって異なります。区長さん、民生・児童委員さんの
指示に従ってください。
当日はバザーの他、市内授産製品の販売もあります。是非お立ち寄りください。

問合せ：しんしろ福祉会館

1 ２３−５６１８

社協だより

新城市福祉相談会の開催について
相談の名称が
かわりました！

これまで毎月第２水曜日にレインボーはうすで行われていた知的障害者福
祉相談は、この４月から新しく「新城市福祉相談会」としてしんしろ福祉会館
で開催します。
就学、就職、社会とのかかわりや災害時の備えについてなど…。皆さんが
気軽にご利用できるよう毎月テーマを決めて行います。相談支援の方などと
一緒にみんなで考え、話しあえる場所として「新城市福祉相談会」をご利用く
ださい。

新城市福祉相談会
と き …… 毎月第２水曜日 午前１０時から正午まで【時間帯が変わりました】
ばしょ …… しんしろ福祉会館 研修室Ａ
（個別相談は相談室Ａで知的障害者相談員等があたります）

★毎月のテーマ★
４月 医療関係の情報について

１０月 就職について

５月 就学について

１１月 兄弟姉妹について

６月 夏休み・余暇の過ごし方

１２月 社会とのかかわり

７月 睡眠障がいについて

１月 思春期の対応について

８月 成年後見について

２月 福祉サービスの利用について

９月 就園
（幼・保育園）について

３月 災害時の備えについて

お問い合わせ先

４

ミ
ニ
デ

５
月サ
の ー イ
予ビ
定 ス

ふ れ あ い
ゆ め ひ ろ ば
〈作 手 地 区〉

ふ れ あ い
ミニデイサービス
〈鳳 来 地 区〉

しんしろ福祉会館 電話 ２３−５６１８

4月 5日(木)
4月10日(火)
4月17日(火)
4月19日(木)
4月24日(火)
5月10日(木)
5月15日(火)
5月22日(火)
5月24日(木)
5月29日(火)

田代地区
大和田・東高松地区
赤羽根・小林地区
和田・戸津呂地区
鴨ケ谷地区
黒瀬地区
岩波地区
明和地区
見代・杉平地区
守義地区

田代老人憩の家
大和田集会所
赤羽根老人憩の家
和田公民館
鴨ケ谷担い手センター
黒瀬老人憩の家
岩波集会所
明和老人憩の家
見代お寺
守義老人憩の家

4月 3日(火)
5月 1日(火)

海老須山・海老山中地区

海老須山集会所

4月17日(火)
5月15日(火)

小阿寺・山吉田山中
大田輪・高野地区

小阿寺集会所

4月12日(木)

浅畑・下平・東矢田地区

東矢田集会所

5月10日(木)

寺林・大峠地区

寺林公民館

社協だより

〜「介護予防」心と体の元気づくり 〜 ⑦
高齢期をいきいきと過ごすために
認知症？ 「普通のもの忘れ」と
「認知症によるもの忘れ」の違い
認知症は、さまざまな原因で脳の働きが悪くなって記憶力や判断力などが低下し、日常
生活にまで支障が出る状態です。朝ごはんに何を食べたか思い出せないといった体験の一
部を忘れるのは、普通の物忘れ、朝ごはんを食べたこと自体を忘れてしまう場合は認知症
が疑われます。

普 通 の 物 忘 れ

認知症による物忘れ

¡体験や出来事の一部を忘れるが体験
の他の記憶から忘れた部分を思い出
すことができる。
¡もの忘れをしている自覚がある。
¡人物や時間・場所までわからないこ
とはない。

¡体験や出来事のすべてを忘れてしま
うため、ヒントがあっても思い出す
ことができない。
¡物忘れをしている自覚がない。
¡人物や時間・場所までわからなくな
ることがある。

脳の活性化に役立つおすすめの訓練
■
「出来事記憶」訓練
何か体験したことを記憶し、時間をおいても思い出すことのできる機能の訓練
日常生活で鍛える工夫
・家計簿をつけるときにレシートを見ずに買った物を思い出す
・２日遅れの日記をつける
・前日食べた献立を思い出して記録する

■
「注意分割機能」訓練
二つ以上の作業を同時にするとき、それぞれに注意を配り進められる機能の訓練
日常生活で鍛える工夫
・料理をするときに一度に数種類のメニューをつくってみる
・メモをとりながら電話をする
・時間目標などを定めて仕事や計算をする

■
「計画力」訓練
新しいことをするときに段取りや手順を考え、それを実行できる機能の訓練
日常生活で鍛える工夫
・買い物に行くときに効率のよい手順や道順を考える
・旅行の計画をたてる
・１週間の予定を立て、その準備をする

社協だより

認知症かな？と思った時には…
精神科・神経内科・心療内科などが「認知症」の専門の診療科
です。かかりつけ医に相談すると必要に応じて適切な病院を紹介
してもらえます。一人で悩まず、まずは相談
してみましょう。

認知症介護者井戸端座談会 〜にん・にんの会〜
☆日 時☆

４月1６日（月） 午後１時30分〜３時

☆場 所☆

しんしろ福祉会館 ３Ｆ

☆参加できる方☆ ・認知症の方を介護されている方・介護の経験をされた方
＊申込みは必要ありません。出入り自由ですので時間のゆるす限り
ご参加ください。
ホッと一息してみませんか。

在宅介護支援センターの紹介
みなさんの住んでいる地区の身近なところで、高齢者のひとり暮らしや、高齢のため今
後の生活に不安がある方など福祉サービスや情報を少しでも早く的確に提供できるよう相
談に応じています。
市内には６か所の在宅介護支援センターがあります。
お気軽に最寄りの在宅介護支援センターへご相談ください。
在宅介護支援センターは、地域包括支援センターの窓口にもなります。

介護支援センター

担当地区

しんしろ福祉会館

２３−６２７８

新城中学校区

西部福祉会館

２４−０５０５

千郷中学校区

麗 楽 荘（うららそう）

２２−４０００

東郷中学校区

寿 楽 荘（じゅらくそう）

２６−０４０１

八名中学校区

くるみ荘

３５−１０８２

鳳来中学校区

虹 の 郷（にじのさと）

３８−１４８１

作手中学校区

社協だより

☆福

祉

に

役

立

て

て☆

３月３日
（土）
、秋葉ゴルフ倶楽部

新城市鳳来支部仏教

で第21回鳳来地区市民ゴルフ大会

会様により、昨年末、

が開催され、参加者から多くのチャ

門谷・海老・玖老勢地

リティ募金が寄せられました。

区で托鉢が行われ、寄

表彰式での席上、片桐幸信大会実

せられた浄財
（全額）
を

行委員長から社会福祉協議会へ寄附

ご寄付いただきました。

されました。

東日本大震災義援金に
ご協力ありがとうございました。
・しんしろ福祉会館募金箱
・西部福祉会館募金箱

皆様の善意ありがとうございます。
《寄附金》

1,915円
8,760円

（H24.1.10〜H24.3.1

累計

・匿 名 様
・秋葉ゴルフ倶楽部 様
・新城市鳳来支部仏教会 様
・ユニー㈱ ピアゴ新城店 様
・権田 洋子 様
・新城更生保護女性会 様

現在受付分)

2,598,894円

※受付期間が平成24年９月30日まで延長になりました。

共同募金にご協力いただきました
法人・団体のみなさま

30,000円
148,705円
186,302円
79,608円
50,000円
20,000円

《寄贈品》
・酒井 孝雄 様
・匿 名 様

第二回報告分

車椅子 1台
布団 4枚

〈鳳来地区〉 ・秋葉ゴルフ倶楽部 様
〈作手地区〉 ・北河建設興業㈱ 新城営業所 様
☆ ご協力ありがとうございました ☆

無料相談のお知らせ
相

談

名

新城市福祉相談会
毎月テーマを決め、知的障がい児・者の日常生活上
の事について話し合いをしたり、個々の相談に知的
障害者相談員等が応じます。

と

新城市福祉相談会を除き、午後１時〜４時の開催です。
お気軽にご相談ください。

と こ ろ

き

４月11日d
午前10時〜正午
〜医療関係の情報について〜
５月９日d
午前10時〜正午
〜就学について〜

問合せ先

しんしろ福祉会館
研修室Ａ
（個別相談は相談室）

身体障害者福祉相談
市の身体障害者相談員が、身体障がい者の日常生活
上の相談に応じます。

４月13日f・５月11日f

法律相談

４月11日d・25日d
※４月２日bから予約開始

弁護士による法律相談です。金銭・土地・夫婦親子
・相続・遺言に関わることなどの相談に応じます。
※事前の予約が必要です。
1２３−５６１８

５月９日d・23日d
※５月１日cから予約開始

しんしろ福祉会館
1２３−５６１８
しんしろ福祉会館相談室

４月５日e・５月２日d

しんしろ福祉会館相談室

４月18日d・５月16日d

鳳来開発センター相談室
1３２−０５１１

４月９日b・５月14日b

虹

心配ごと相談
民生・児童委員が、地域住民の悩みごと困りごとの
相談に応じます。

しんしろ福祉会館相談室

の

郷

虹 の 郷
1３８−１４８１

