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婚活事業

２日間セット

「婚活力アップ講座＆パーティー」
～結婚を希望する独身男女を応援するため、縁結びをサポート～

第 114 号

①講
社会福祉法人

碧南市社会福祉協議会

平成29年7月15日発行

座：自分磨き、自分の魅力を引き出す身だしなみ＆パーティーマナー。

② パーティー：運命の人に出会えるチャンス！講座で学んだことを活かそう。

碧南市山神町 8-35 ☎ 0566-46-3702 FAX：0566-48-6522 http://hekinan-shakyo.jp/ Eメール :info@hekinan-shakyo.jp

①講

座

10月22日㈰
女性：13：00 ～ 14：40

碧南市社会福祉協議会

結婚相談所

会 員 募 集

心が休まる場所
心がはずむ場所
心の支えになる場所

秋の会

①講

座

女性：13：00 ～ 14：40

男性：15：20 ～ 17：00

② パーティー
場

11月 5日㈰

② パーティー

へきなん福祉センターあいくる
①講

★会

場

座：1Ｆ会議室2・3

そんな場所を一緒に作ってくれる人との
出逢いを応援します！

男性：25歳～ 38歳程度

員

男女

★会

費

男性：2,500円

各20名 （先着順）
女性：1,500円

へきなん福祉センターあいくる
①講

座：1Ｆ会議室2・3

②パーティー：2Ｆデイルーム
★参加資格

女性：20歳～ 35歳程度
★定

12月 3日㈰
13：30 ～ 16：00（受付13：00 ～）

②パーティー：2Ｆデイルーム
★参加資格

冬の会

男性：15：20 ～ 17：00

13：30 ～ 16：00（受付13：00 ～）
★会

11月19日㈰

男性：35歳～ 48歳程度
女性：30歳～ 45歳程度

★定

員

男女

★会

費

男性：2,500円

各20名 （先着順）
女性：1,500円

♥利用できる方…未婚の方（再婚・市外の方もＯＫ）
♥相談日…………毎月第1・3土曜日・毎月第2日曜日・毎月第4火曜日
♥相談時間………午後1時～ 4時まで
♥場所……………へきなん福祉センターあいくる

1階

会議室3

♥お申込みに必要なもの……・写真・Ｌ版サイズ縦型2枚（3 ヵ月以内）

※秋の会、冬の会ともに①講座と②パーティーの両日参加可能な方。

参

加

資

格

※男性は、碧南市在住または在勤の方。女性は碧南市および近隣市の方。

応

募

秋の会

平成29年8月1日㈫～ 10月8日㈰

期

間

冬の会

平成29年8月1日㈫～ 11月6日㈪

※秋の会または冬の会のどちらか1つの参加になります。
※男女とも真剣に結婚を前提に出逢いを求める独身の方。

・印鑑
・申込金

1,000円 （3年間）

（有効期限は3年です）
【お問合せ】管理課

TEL：46－3702

応募方法

社会福祉協議会ホームページからエントリー
「であｉｎへきなん」で検索

http://www.hekinan-shakyo.jp/dearinhekinan

※エントリー確認後、社会福祉協議会よりご連絡いたします。
支払方法
碧南市社会福祉協議会 結婚相談所会員募集… ……………………………………… 1P
平成28年度決算・平成29年度予算… ……………………………………………… 2P
平成29年度社会福祉協議会の主な事業内容、賛助会員募集……………………… 3P
ボランティアかわらばんミニ、碧海5市災害VC養成講座受講者募集… ………… 4P
ほっとまんま、成年後見制度出張相談会・支援センター講演会報告、
私立保育園絵本・おもちゃ助成事業報告…………………………………………… 5P
碧南市心身障害者福祉センター会員募集・各教室のお知らせ……………………… 6P
母子・父子・交通遺児家庭親子交流バスツアー・臨時職員募集・寄付のお礼……… 7P
婚活事業「であinへきなん」の参加者応募のお知らせ……………………………… 8P

講座の当日、現金にてお支払いただきます。（お支払い後、キャンセルによる返金はいたしません。）

【注意事項】
※ パーティーではアルコールは出ません。
※ 他の参加者に迷惑をかける行為など発見した場合は退場していただく場合がございます。
※ キャンセルの際は必ずご連絡願います。
※ 参加者の情報に関するお問合せには、一切お応えできません。
【個人情報保護の取り扱いについて】
皆さまの個人情報は適切に管理し、当イベントに係る連絡・通知に利用するほか
今後のイベントに関連するご案内をさせていただく場合がありますので、予めご了承ください。
主催/お問合わせ：

碧南市社会福祉協議会

企画/運営

株式会社アニバーサリー

：

婚活事業

〒447-0869 碧南市山神町8丁目35番地
TEL：0566-46-3702
（月～金曜日）8：30 ～ 17：15 ／定休日：土曜・日曜・祝日
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平成29年度 社会福祉協議会の主な事業内容
「福祉のまちづくり」を円滑に推進していくため、行政並びに福祉団体と密接な連携をとり合うととも
に、地域で永続的、自主的なボランティア活動が展開されるよう住民の積極的な参加を促し、「誰もが
安心して暮らせるまち碧南」を目指して事業を展開しています。

事業資金確保

地域福祉活動事業

◦社会福祉協議会会員募集
◦共同募金運動の推進
◦収益事業（自動販売機設置等）

◦小地域福祉活動
◦地域福祉サービスセンター
◦碧南ふれあい相談支援事業所
◦日常生活自立支援事業
◦碧南市成年後見支援センター
◦碧南社協地域包括支援センター（新川・西端地区担当）
◦碧南東部地域包括支援センター（旭・棚尾地区担当）
◦碧南ふれあい訪問介護事業所
◦碧南ふれあい居宅介護支援事業所
◦乳酸菌飲料宅配サービス事業
◦ふれあい・いきいきサロン
◦福祉親善ゲートボール大会
◦在宅介護者リフレッシュ事業
◦心身障害者福祉センター運営事業
◦へきなん福祉センターあいくる運営事業
◦在宅心身障害児（者）及び施設入所児（者）の訪問事業
◦心身障害児（者）団体の指導育成、活動事業
◦福祉機器リサイクル事業
◦車いす貸出事業
◦車いす専用車「ふれあい号」の貸出事業

啓発活動事業
◦福祉協力指定校の活動助成事業
◦社協だよりの発行、ホームページの開設
◦市民ふれあいフェスティバル
◦市民啓発推進事業

低所得者援護事業
◦歳末たすけあい慰問事業
◦資金貸付事業
◦生活困窮者自立相談支援事業

ボランティア活動推進事業
◦ボランティア連絡協議会推進事業
◦ボランティア養成講座の開催
◦災害救援ボランティアの育成

母子福祉事業

児童福祉事業

◦交通遺児家庭の児童友好ふれあい事業
◦小・中学校入進学児童生徒激励事業
◦母子家庭等リフレッシュ交流会事業

◦保育園運営（荒子・西端・大浜・棚尾・新川）
◦地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター）
◦放課後児童健全育成事業（児童クラブの運営）
◦児童厚生施設事業（児童センターの運営）
◦碧南市こどもプラザららくるにしばた運営事業
◦碧南市こどもプラザここるっくしんかわ運営事業
◦私立保育園等の活動助成
◦子どもにかかわるネットワーク作り

その他
◦各種福祉団体の指導育成事業
◦日本赤十字社に関する事業
◦結婚相談所の運営企画事業
◦婚活イベント事業

平成29年度

29. ７.15

■碧南

平成28年度収支決算、平成29年度収支予算報告
碧南市社会福祉協議会は地域福祉の第一線機関として地域住民から期待される中で、社会情勢の変化に柔軟に対
応し「だれもが、安心して暮らせるまち碧南」を目指し、事業を展開してまいりました。去る５月30日㈫の理事
会及び６月15日㈭評議員会が開催され、収支決算について承認が得られました。
また、平成29年度収支予算についても下表のとおりです。詳しくはホームページをご覧下さい。

平成28年度決算
収入決算額 1,190,237 千円
受取利息配当金収入
1,118（0.1％）

障害福祉サービス等事業収入
49,030（4.1％）

何口からでも結構です。多くの皆様のご協力をお願いいたします。
お問合せ：碧南市社会福祉協議会

（単位：千円）

平成27年度会費実績

1,182,000円

平成28年度会費実績

1,194,500円

法人運営事業49,735
（4.2％）
地域福祉活動事業
2,675
（0.2％）
共同募金配分金事業
9,827
（0.8％）

福祉･介護サービス事業
66,322
（5.6％）

荒子保育園
110,334
（9.3％）

支出
（単位：千円）

新川保育園
107,241
（9.0％）

保育事業収入
881,015（74.0％）

棚尾保育園
161,422
（13.6％）

西端保育園
146,395
（12.3％）

大浜保育園
155,646
（13.1％）

※貸借対照表の部 資産の部 1,313,595千円、負債の部 223,309千円
純資産の部1,090,286千円（当期活動増減差額278千円の増）

平成29年度予算
収入予算額 1,328,028 千円
前期末繰越額16,671（1.1％）
事業・拠点区分間繰入金収入
22,391（1.7％）
その他の収入(雑収入・利息等）
7,991（0.6％）

売店収益事業6,082（0.5％）
碧南市こどもプラザここるっくしんかわ
9,446（0.7％）
へきなん福祉センターあいくる
25,855（1.9％）
碧南市こどもプラザららくるにしばた
17,505（1.3％）
地域包括支援センター
79,889（6.0％）
心身障害者福祉センター
15,721（1.2％）

貸付事業収入
2,650（0.2％）
事業収入
900（0.1％）

介護保険事業収入
115,963
（8.7％）

収入
（単位：千円）

1,328,028 千円

寄付金収入1,006（0.1％）
受託金収入
80,733（6.1％）

受取利息配当金収入
1,231（0.1％）
収益事業収入
6,080（0.5％）

支出予算額

会費収入1,200（0.1％）
補助金収入59,614（4.5％）

保育事業収入
939,771（70.8％）

☎46-3702

次年度繰越金15,659
（1.3％）

資金貸付事業
2,739
（0.2％）

子育て支援事業
181,566
（15.3％）

収入

社会福祉協議会では、各種福祉事業を行っております。
「ふれあいのまち やさしさのまち いたわりのまち へきなん」をスローガンに、誰もが安心して暮らせ

法人賛助会員…1口 3,000円×口数

1,190,237 千円

碧南市こどもプラザららくるにしばた
受託金収入
17,151（1.4％）
69,947（5.9％）
地域包括支援センター
貸付事業収入
66,363（5.6％）
1,984（0.2％）
心身障害者福祉センター
事業収入
13,287（1.1％）
751（0.1％） 地域福祉サービス
センター
47,150（4.0％）
介護保険事業収入
105,878
（8.9％）

収益事業収入
4,998（0.4％）

社会福祉協議会賛助会員募集にご協力お願いいたします！

個人賛助会員…1口 500円×口数

支出決算額

会費収入1,194（0.1％） 売店収益事業4,842（0.4％）
碧南市こどもプラザここるっくしんかわ
寄付金収入
8,886（0.7％）
976（0.1％）
へきなん福祉センターあいくる
補助金収入
44,096（3.7％） 22,997（1.9％）

その他の収入9,250（0.7％）
基金積立資産取崩収入
20,000（1.7％）

障害福祉サービス等事業収入
71,827（5.4％）

る福祉のまちづくり活動の財源とするため、賛助会員を募集しています。
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法人運営事業
68,759
（5.2％）
地域福祉活動事業
3,628
（0.3％）
共同募金配分金事業
11,067
（0.8％）
資金貸付事業
3,195
（0.2％）
福祉･介護サービス事業
79,540
（6.0％）

地域福祉サービス
センター80,680
（6.1％）

荒子保育園
141,243
（10.6％）

支出

子育て支援事業
199,431
（15.0％）

（単位：千円）

新川保育園
116,219
（8.8％）

棚尾保育園
154,924
（11.7％）

西端保育園
145,706
（11.0％）

大浜保育園
169,138
（12.7％）
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この子がこの子らしくあそべるように♥

社協だより■

ママが安心して見守れるスペース

29. ７.15

ママの笑顔を応援

ほっとまんま・遊び場

ほっとまんま・相談コーナー

OPEN▶水曜日以外の9時～ 17時

OPEN▶月に2回程度

＊ここるっくしんかわの休館日はお休みになります。
＊他の行事により、利用できないときがあります。

場所・受付
お問い合せ

10時～ 12時

内

容

日

碧南消防署で普通救命講習（心肺蘇生法、AEDの使用方法、
止血法等）に参加しよう！
保育園でのボランティア体験。園の仕事のお手伝い。園児
とふれあい、遊びをとおしてコミュニケーション！

TEL:42-5569

成年後見制度
出張相談会
碧南市成年後見支援セン
ター顧問弁護士と、職員によ
る出張相談会を開催します。
（相談無料、完全予約制）
日時：7月27日㈭13時30分
～ 16時30分
場所：へきなん福祉センター
あいくる
定員：3名（完全予約制）

平成29年１月31日㈫、碧南市芸術文化ホールシアターサウスにて碧南市・
社会福祉協議会主催の碧南市成年後見支援センター講演会が行われました。
当日は、寒い中にも関わらず、200名以上の方にご参加いただきました。
講師は、日本福祉大学中央福祉専門学校専任教員の渡辺哲雄先生をお迎え
し、第一部では「認知症になった波平」という内容で、マンガのサザエさん
一家をモデルに講演を行っていただき、第二部では「地域で安心して暮らす
ために」というテーマでパネルディスカッションを行っていただきました。
成年後見制度という少し難しいテーマでしたが、渡辺先生はとても分かり
やすく、楽しくお話しいただき、２時間の講演会があっという間にすぎてい
きました。ご参加された皆様ありがとうございました。

※碧南市在住の方
ご予約締切：
7月24日㈪
【お申込み】
碧南市成年後見支援センター
TEL:46-3701
担当:花井

私立保育園絵本・おもちゃ助成事業報告

平成29年3月に、私立保育園の希望する絵本、
おもちゃを碧南市の皆様からお寄せいただいた
「赤い羽根共同募金」の配分金で購入し、各保
育園にお届けしました。
園児たちは、楽しそうに絵本を読んだり、プ
ラレールで遊んだりしていました。

「夏休み中高生ボランティア体験教室」を
開催します！！

せ下さい。

「碧南市成年後見支援センター」
講演会のご報告

社会福祉協議会
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※詳しくは、社会福祉協議会ＨＰをご覧になるか、お問い合わ

へきなん福祉センターあいくる１階・ここるっくしんかわ
社会福祉協議会 地域福祉課 TEL:46-3701
ここるっくしんかわ

※同一案件１回に限り40分

■碧南

ほっとまんま

「はいはい、一人歩き、おしゃべり… うちの子はちょっとのんびり」
「お友達となんだかうまく遊べない」「元気が良すぎて走り回ってばかり」
「まわりを気にせず遊べる場が欲しいなぁ」
そんなママ・パパの思いから・・・ホッとする、暖かい気持ちになれる、ママ・パパや
子どもたちが落ち着いて遊べる素敵な場所ができました。悩みを共有できる仲間にも出会
えるかも･･･

こどもの笑顔を応援

29. ７.15

碧南市総合防災訓練で災害ボランティアセンターの立上
げ訓練に参加しよう！

時

場

所

8月23日（水）
9：00 ～ 12：00

碧南消防署

8月4日（金）
9：00 ～ 13：30

荒 子 保 育 園、 西 端 保 育 園、
大 浜 保 育 園、 棚 尾 保 育 園、
新川保育園

8月8日（火）
9：00 ～ 13：30

日進保育園、鷲塚保育園

8月9日（水）
9：00 ～ 13：30

羽久手保育園、天道保育園、
築山保育園

8月27日（日）
9：00 ～ 12：00

中央小学校

＊保育園体験は、園児と一緒に給食を食べます。
＊持ち物…帽子、水分(水筒)、タオル
＊保育園参加の方は、園児とプールで遊ぶこともあります。
お申込み 社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：46-3701 担当：鰐部（わにべ）

申込締切り日

7月25日㈫

（保育園のボランティア体験のみ7月19日㈬）

平成29年度 碧海5市災害ボランティアコーディネーター
２日間
コース

養成講座受講者募集!!

定員80名

南海トラフ地震など自然災害への備えは急務です。また、被災時に近隣市間での連携は必要不可欠です。
そこで、碧海5市の社会福祉協議会は、共同で災害ボランティアコーディネーターを育成し、地区内の災
害ボランティアセンターを互いに助け合える体制をつくるため、災害ボランティアコーディネーター養成講
座を開催します。

〈１日目〉
日時 7月29日㈯
場所
■

10：00 ～ 16：30

知立市中央公民館 2階 講堂
講演会「地域防災力を高めよう～過去の災害

〈２日目〉
日時 7月30日㈰
場所
■

から学ぶ～」
講 師 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 レ ス キ ュ ー ス ト ッ ク
ヤード 栗田 暢之 氏
■ 災害ボランティアセンターの設置・運営について
講 師：知立市市協働推進課、碧海５市社会
福祉協議会
各地の災害ボランティアセンターについて
講 師：刈谷防災ボランティア 山下克昭氏
■ 災害ボランティアセンターの流れについて学ぶ
■ ＳＮＳを活用した情報発信について
■

10：00 ～ 16：30

知立市福祉の里八ツ田 3階
災害ボランティアセンター模擬演習
講師：刈谷防災ボランティア 山下克昭氏
協力：災害ボランティアコーディネーター養成
講座修了生

■

ワークショップ＆交流会

申込期間

6月16日㈮から7月21日㈮まで

（２日間の内容全てを受講された方に修了証をお渡しします）

【お申込み】社会福祉協議会 地域福祉課 TEL：46-3701
住所、氏名、連絡先をお伝えください。
担

当：鰐部（わにべ）

〈7〉

■碧南

社協だより■

母子・父子・交通遺児家庭

29. ７.15

碧南市社会福祉協議会
応募資格

勤務場所
勤 務 日
勤務時間
業務内容
時

給

随時

 健師の資格を有する人、または看護師の
保
資格を有し、地域ケア、地域保健、通所介護、
訪問看護等の経験のある人
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人
碧
 南東部地域包括支援センター（東部市民
プラザ内）
火曜日～土曜日のうち週4日以上
8
 時30分～ 17時00分の間で7時間以上（応
相談）
高
 齢者に関する相談業務、介護予防支援等
の地域包括支援センター業務
1,400円 その他、通勤手当あり

募集職種 訪問介護員
応募資格 介
 護福祉士または介護職員初任者研修もし
くはホームヘルパー養成研修２級修了者
勤務時間 事業所の営業時間内で活動可能な時間
時
給 身体介護1,230円～ 生活援助930円～
その他、活動手当、休日活動手当あり
お問合せ

社会福祉協議会

臨時職員募集

職種：社会福祉士1名
応募資格
勤務場所
勤 務 日
勤務時間
業務内容
時

給

地域包括支援センター

社会福祉士の資格を有する人
普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）を有する人
碧南社協地域包括支援センター
（へきなん福祉センターあいくる内）
月曜日～金曜日（祝日を除く）のうち週4
日以上
8時30分～ 17時00分の間で7時間以上（応相談）
高齢者に関する相談業務、介護予防支援等
の地域包括支援センター業務
1,400円 その他、通勤手当あり

職種：訪問介護員1名
応募資格

登録訪問介護員募集

勤 務 日
勤務時間
業務内容
時
給

TEL:46-3840

介護福祉士の資格を有する人
 通自動車運転免許（AT限定可）を有する人
普
月曜日～金曜日（祝日を除く）
8時30分～ 17時00分
高齢者や障害者の訪問介護業務
身体介護1,490円～ 生活援助1,210円～
その他、通勤手当あり
担当：伊盛（いもり）

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました。
寄 付
豊田支部

者

第一生命労働組合
匿名
新川公民館まつり実行委員会
匿名
ユニー（株）“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ碧南東店
ユニー（株）“小さな善意で大きな愛の輪”運動 ピアゴ碧南店
匿名
匿名
碧南文化協会女性部
親和建設 株式会社
匿名
高橋 祐治

■碧南

親子交流バスツアー

母子・父子・交通遺児家庭等の親子の交流を図っていただき、夏休みの楽しい思い出づくりをしませんか。
と き
8月26日㈯8時30分発～ 19時20分着（予定）
内 容
静岡・大井川鉄道と掛川花鳥園
対象者
市内の母子・父子・交通遺児家庭の小学生とその保護者
（ただし、同居の満4歳以上の未就学児、中学生も可）
定 員
30人（先着順）
参加費
お一人2,000円（未就学児は無料）
申込み
7月18日㈫より受付
社会福祉協議会 地域福祉課 TEL:46-3701

職種：保健師または地域の経験のある看護師1名

29. ７.15

金額（円）
車椅子
20,000
80,000
30,000
62,628
14,509
1,048
5,000
25,000
1,000,000
3,000
5,000

（順不同・敬称略）
期間＜平成29年1月1日～平成29年5月31日＞
市民の皆様にご報告しますとともに、厚くお礼を申し上げます。
皆様からお寄せいただきましたご寄付は、社会福祉事業に役立てさせていただきます。
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社協だより■

碧南市心身障害者福祉センター

会員募集・各教室のお知らせ
お問合せ・お申込み

へきなん福祉センターあいくる内 碧南市心身障害者福祉センターへ
TEL:48-1720
FAX:42-5337

碧南市身体障害者福祉協会

入会の
ご案内

碧南市身体障害者福祉協会は、身体障がいを持っている人達の団体です。会員になると、料理教室や整
体体験等の教室、社会見学や新年懇親会等の行事、愛知県や西三河の行事・大会に参加することができます。
社会見学は、年に１回リフトバスでの１泊旅行です。今年は、おんな城主直虎の太河ドラマ館と焼津の
黒潮温泉に行きました。
新年懇親会では、食事をしながら、会員同士の交流を図っています。
また、ＪＲジパング会員の申込みもできます。特急券等を２～３割引で購入することができます。
障がいの部位や程度は、こだわることはありません。協力し合い助け合いながら、みんなで楽しい時間
を過ごしましょう！

碧南市手をつなぐ育成会

入会の
ご案内

育成会は知的な障害(児)者を持つ親の会で学生及び社会人の親から構成されています。育成会の活動
は年間を通し次の行事を実施して、親子一緒に参加し楽しく活動しています。
・ 4月（総 会）平成28年度の報告・平成29年度
の計画発表
・ 8月（サマーレクリエーション大会）
心身障害児者を守る会様よりご招待
・10月（療育事業）鳥羽水族館見学
・11月（市民フェスティバル）
臨海体育館 即売会参加
・12月（障害者の日）つどいと新成人を祝う会
・12月（ク リスマス会）サンタさんからのプレ
ゼント

機能訓練教室の時間が
変わりました！
ご自身に合う運動をおすすめします。
毎月第１木曜日
10時～ 12時
毎月第３木曜日
13時30分～ 15時30分

第6回

・ 2月（雪あそびツアー）旭高原元気村（そり遊び）
ひまわりの湯（昼食・入
浴・休憩）
・ 3月（卒業生を祝うひなまつり会）
育成会社協共催。会場は芸術文化エメラ
ルドホール
同じ障害児(者)を持つ親として親子で行事を楽
しんでみませんか。ご入会を希望される方は上記
宛てまで、お申し込みください。知人、友人を通
じてでもよろしいです。

フラワーアレンジメント教室
日 時
参加費

碧南市障害者作品展

日ごろの成果を福祉センターあいくるで発表しましょう！
と
き
9月2日㈯～ 8日㈮
と こ ろ
へきなん福祉センターあいくる（山神町8－35）
部
門
絵画、手工芸、書道、陶芸、写真など
対 象 者
市内在住・在学・在勤の障害者手帳を持っている方
応募期間
8月1日㈫～ 18日㈮

毎月第2水曜日 13時30分～ 15時
１回700円
申込みは参加希望日の１週間前まで

