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赤い羽根共同募金・歳末たすけあい募金に
ご協力をお願いします
募集期間／ 10月1日〜12月31日
赤い羽根共同募金運動は、昭和２２年から始まり今年で７６回を迎えました。
毎年、碧南市民の皆さまよりたくさんのあたたかいご寄付をいただき、ありがとうございます。
皆さまからお寄せいただいた募金は、愛知県共同募金会で取りまとめられ、約90％は、碧南市の地域福祉の向上
に使われています。残りの約10％は、広域的な課題を解決するための活動に、愛知県内で使われています。
赤い羽根共同募金は、ボランティア活動、一人暮らしの高齢者を対象とした「ふれあいいきいきサロン」の開催、
車いすの貸出、車いす専用車「ふれあい号」の貸出や整備、心身障害児・者の交流事業の助成、子ども会等交流事
業の助成など、市民の皆さまの身近なところで活用させていただいています。
今年も碧南市民の皆さまのあたたかいご協力をお願いいたします。

令和４年度

赤い羽根共同募金目標額

9,500,000円

※募金はあくまでも寄付者のご意志に基づくものですが、社会福祉事業充実のため、
必要となる金額を目標として定めています。

※寄付金は、税法上の特典があります
会社など法人の寄付は全額損金算入できます。
個
 人の寄付金は、
「所得税」
「個人住民税」に対する税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

お問い合わせは

碧南市共同募金委員会
碧南市山神町８丁目３５番地

電話：（０５６６）４６－３７０２

赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール・・・・・・・・・・・・・・・・・２・３P
防災キャンプに参加しませんか？・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４P
ほっとまんま～この子がこの子らしくいられるように～・・・・・・・・・・・５P
地域包括支援センターのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６P
障害者のつどい、デイサービス、成年後見支援センター講演会のご案内・・・・７P
社協保育園おむつ回収開始のお知らせ、職員募集、寄付のお礼・・・・・・・・８P
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第７４回

応募作品総数

３，
１３９点

これらの優秀作品は、１０月１日（土）～１０月３１日（月）まで、

「へきなん福祉センターあいくる１階
ぜひご来場ください。

碧南市共同募金委員会

日進小学校 6年
髙山 沙也

まちかどギャラリー」にて展示しています。

書道の部

（敬称略）

１，１８５点

新川小学校 3年
大村 吏乃

新川小学校 4年
大村 允天

鷲塚小学校 5年
杉浦 実和

東中学校 1年
杉浦 るりい

南中学校 2年
髙松 知佳

東中学校 3年
杉浦 優梨花
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碧南市共同募金委員会

棚尾小学校 1年
井上 輝彦
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ポスターの部

西端小学校 2年
山田 彩晴

中央小学校 4年
杉山 陽香

4.11.1

１，９５４点

新川小学校 3年
大村 吏乃

新川小学校 6年
神谷 光彦
棚尾小学校 5年
金原 一太

南中学校 1年
杉浦 由依

新川中学校 2年
坂本 晴徠

東中学校 3年
向井 杏実
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碧南防災ボランティア連絡会主催

防災キャンプに
参加しませんか？
●日

〈4〉

社協だより■

体験を通して生き
抜く力をつけよう！

時：令和４年１１月２６日（土）午前１０時３０分～

１１月２７日（日）午前９時の１泊２日
●場

所：碧南市臨海公園

●定

員：家族単位

５０組

●参加費：１人あたり５００円
（テント泊・車中泊の用意および食糧・調理機材の用意は各自で）
●内


容：マイトイレの作り方・使用方法、ローリングストックによる非常食備蓄方法、
台所の食材を利用した非常食調理、避難生活についての対話、防災展示など

●申込み：社会福祉協議会

☎ 46-3701

地域福祉課

FAX48-6522

メール volacen@hekinan-shakyo.jp

１１月２７日（日）午前１０時から（午後３時終了予定）は
碧南市臨海公園にて「防災ブース」
を開講します！
内容
❶ 浄水器を使用した飲み水の確保
❷ 火の作り方（カセットコンロ及びロケットストーブ等）
❸ トイレのあれこれ
❹ 台所にある食材をポリ袋等で調理
❺ 備蓄食料（ローリングストック）の考え方
❻ 野宿での避難生活に必要な知識とあれば助かるグッズ

こちらは参加費・
事前申込不要でご参加
いただけます！
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～この子がこの子らしくいられるように～
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「うちの子、成長がのんびり ･･･ 大丈夫かな？」
「お友達と何だか上手く遊べない ･･･」
「学校生活、色々心配だなぁ…」
「子育ての悩み、誰かに聞いてもらいたいなぁ ･･･」
「将来や進路のこと、相談したいなぁ」

ほっとまんまは、発達の気になるお子さん、
ご家族のためのスペースです。

ご相談やご家族の憩いの場を提供しています。
同じ立場の先輩ママ達（ピアサポーター）がご家族の気持ちに寄り添います。
開催場所：へきなん福祉センターあいくる

碧南市山神町 8 丁目 35 番地

ママの笑顔を応援 ＜２階・デイルーム1 他＞

ほっとまんま・カフェ

Open：毎月 5 日 10 時～ 12 時（土日祝日の場合は、直前の平日）
同じ立場のママ友・ピアサポーターとゆっくりお話ししませんか？
誰かに話してスッキリしましょう！お子さん連れも大歓迎です。
事前申込、参加費は不要です。

＊カフェご参加の方は新型コロナウィルス感染予防のため、以下の点にご協力ください。
・ご来場の際はマスクの着用、検温、入退室の際の手指消毒をお願いします。
・発熱や体調不良のある方は参加をご遠慮ください。
・当面の間、飲食物の提供を中止していますので、参加する際は水分を持参してください。
・3 密を防ぐため、換気やソーシャルディスタンスにご協力ください。
・今後の情勢により、開催を中止する場合がありますので、お出かけの際は社協 HP をご
確認ください。

こども・ママの笑顔を応援 ＜１階・ここるっくしんかわ内＞

ほっとまんま・あおぞらひろば相談

Open：月 1 回程度 １０時３０分～１１時１０分
ここるっくしんかわのあおぞらひろばで、お子さんとふれあいなが
ら、ピアサポーターがお子さんとママの気持ちに寄り添います。
どうぞお気軽にお声かけください。個別相談も随時承ります。
あおぞら広場についてはここるっくしんかわまでお問合せ下さい。

＊日時等、変更になる場合があります。詳しくは、

社会福祉協議会

地域福祉課 ☎４６－３７０１
ここるっくしんかわ ☎４２－５５６９

または、ホームページ https:// www.hekinan-shakyo.jp/ でご確認下さい。
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地域包括支援センターです

地域包括支援センターとは？

高齢者のみなさんが、いつまでも自分らしく住み慣れた地域で、安心して
暮らしていけるように支援を行う機関です。

利用 できる人はどんな人？
・６５歳以上の方およびそのご家族
・要介護認定を受けた結果、
「要支援１」
「要支援２」と認定された方及びその家族
・高齢者世帯、ひとり暮らしで困っている方

どんな相談 にのっているの？
介護保険や介護予防のこと

暮らし全般のこと

虐待防止や権利を守ること

①介護保険や介護予防の相談

①配食サービスに関する相談

①虐待に関する相談

②介護予防のプラン作成

②住宅改修に関する相談

②悪徳商法に関する相談

③認知症に関する相談

③金銭管理や契約に関する相談

主任ケアマネ、保健師・看護師、
社会福祉士がチームとなり、
お互いに連携して相談対応します。
新川・西端地区
碧南社協地域包括支援センター
月～金 ８時３０分～１７時１５分
☎４６−３８４０
福祉センターあいくる 1 階

西端出張所
宮下住宅敷地内
☎４８−３８１１

旭・中央地区
碧南東部地域包括支援
センター
火～土 8 時 30 分～
17 時 15 分
☎９３−１１９１
東部市民プラザ 1 階

棚尾・大浜地区
碧南南部地域包括支援
センター
月～金 8 時 30 分～
17 時 15 分
☎４６−５２８２
結いの家ご縁２階
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障がい者のつどい

デイサービス紹介

『障がい者週間』ってなぁに？
１２月３日から９日は『障がい者週間』です。
・心身障害児者の社会参加と平等の実現！
・障害を持つ人も、持たない人も共に安心して生活

対象者：碧南市在住・在勤・在学の障害者手帳をお
持ちの方

『パソコン教室』

できる社会づくりを目指し、地域福祉の向上をは
かることを目的とします！
日

時

令和４年１２月３日（土）
午前１０時〜１２時

場
内

所
容

へきなん福祉センターあいくる
新成人のお祝い
アトラクション（育成会フラダンス・デ
イサービス車椅子ダンス教室）

 ベントコーナー（ポップコーン・チャ
イ
リティバザーなど）
市内在住・在学・在勤の障害者手帳をお
持ちの方

問合せ

ネットを初歩から応用まで学び
ます。現在、１９歳から８９歳

 ャリティーバザー（手作りお菓子・手
チ
芸作品・陶芸作品）

対象者

ワード・エクセル・インター

まで幅広い年代の方が参加されています。月２回開
催しており、講師とアシスタント、福祉センター職
員も一緒にお手伝いします。一度体験してみません
か？パソコンも福祉センターで準備するので、手ぶ
らでお越しください。
開催日：第１火曜日

１０時～１１時３０分

第３火曜日

１３時３０分～１５時

場

所：福祉センターあいくる２階

視聴覚室

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
☎４８－１７２０ ＦＡＸ４２－５３３７

碧南市成 年後見支援センター講演会

「漫才で学ぶ成年後見制度
～実は、市民後見人やってます！～」
成年後見制度について、漫才を交えながら楽しく分かりやすく学んでいただく講演会です。
関心がある方は、ぜひお越しください。
と

き

令和４年１１月３０日（水）
１３時３０分～１５時（開場１３時）

ところ

へきなん福祉センターあいくる

講

師

青空一風、千風

定

員

申

込

１００名
 場される方…不要
来

あおぞらいっぷう

せんぷう

デイルーム

氏

ライブ配信希望の方…メールによる事前申込が必要
1 １月２２日（火）までにお申込み下さい。
メールアドレス：chiikifukushi@hekinan-shakyo.jp
参加費

無
 料

ライブ配信専用
申込フォーム
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碧南市社会福祉協議会保育園

園内での使用済みおむつ回収・処分を開始します
碧南市社会福祉協議会の５つの保育園では、園内での使用済みおむつをご家族が持ち帰り、家庭で処分をしていた
だいていますが、ご家族のご負担軽減のため、園内で使用済みとなったおむつの回収・処分を開始します。なお、保
護者さまに費用のご負担はありません。
開始日

１０月３１日（月）

実施園

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
※お問い合わせは各保育園にお願いします。

職員募集

お申込み・お問い合わせ 碧南市社会福祉協議会 ☎４６－３７０２

産休代替保育士募集（パートタイム職員）

臨時保育士（パートタイム職員）

応募資格：保育士免許
勤務日時：月曜日～土曜日(祝日除く)のうち週5日程度
８：３０～１７：００(時差出勤有)
勤務期間：令和４年１２月1日～
勤務場所：社会福祉協議会が運営する保育園
担
当：クラス担任（乳児組）
時
給：１，
３６６円(昇給有)
必要書類：市販の履歴書(写真貼付)・保育士証の写し

応募資格：保育士免許
勤務日時：月曜日～土曜日(祝日除く)のうち週5日程度
勤務時間は相談による
勤務場所：社会福祉協議会が運営する保育園
時
給：１，１８４円～ (昇給有) 、社会保険加入、
賞与あり
必要書類：市販の履歴書(写真貼付)・保育士証の写し

早朝・夕方長時間保育士（パートタイム職員）
業務内容：早朝・夕方長時間保育利用園児の保育
応募資格：保育士免許
勤務日時：月曜日～土曜日（祝日を除く）のうち週５日程度
早朝長時間保育士
７：３０～ ９：３０
夕方長時間保育士 １５：３０～１８：１５ １９：１５まで勤務できる場合はお申し出ください。
勤務場所：社会福祉協議会が運営する保育園
時
給：１，
４０７円～
必要書類：市販の履歴書（写真貼付）
・保育士証の写し

社会福祉協議会へのご寄付ありがとうございました。
寄付者

期間：令和4年6月１日～令和4年8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、
社会福祉事業に活用させていただきます。

㈱山口屋

物品・現金
お菓子30袋

匿名

6,988円

杉浦 達也
ユニー㈱“小さな善意で大きな愛の輪”運動
ピアゴ碧南東店 店長 土屋 博昭

5,000円

株式会社

アイシン

西三商業協同組合

97,796円
レスキューフーズ
（牛丼324食、ビスコ180食）
10,000円

西三商業協同組合

10,000円

碧南ボートクラブ

50,000円

西三商業協同組合

10,000円
（順不同・敬称略）

