


令和元年度扶桑町社会福祉協議会

20回 16件
53件11回

7件
8件

14団体 18点
91名 95台
１団体 9台

171件

延1,589食

119名

1,031回

21グループ

障がい者スポーツ体験講座

西尾張ボランティア
フェスティバル開催

地域活動支援センター事業

279日 65,113人

123名 1,129回

789名 104回

277回

5,914名
7,058名

564名
793時間
2,932時間

1,326名

2,464名 3,837時間

7,131名

令和元年度の事業報告書、決算報告書
（一般会計並びに特別会計の収支計算
書、貸借対照表、財産目録）は、社会福祉
協議会事務所で閲覧に供しております。
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319,081
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13,444,814

30,959,309

51,167,166
運営

16,575,455

43,325,109

地域活動支援
センター事業

某 様 10,000 円
ご 氏 名 寄附内容

某 様

あっぷるぱい（古本市の売上げ金）

某 様

5,000 円

某 様 1,000 円

某 様 タオル

某 様 マスク

7,790 円

5,000 円

某 様 5,000 円

ご 氏 名 寄附内容

ありがとう
　 ございました。

（社会福祉協議会へ　5月1日～6月30日・順不同）

「こころの居場所」ボランティア募集中！
来年４月の開設に向けて産声をあげたばかりの事業です。
ただいま、この事業に力を貸していただけるボランティアさんを募集し
ています。
資格・経験・個人・団体等は問いません。勉強会、近隣フリースペースの
見学を予定していますので、ご興味のある方はお気軽に扶桑町社会福
祉協議会までお問い合わせ下さい。（93-4300）

たくさんのご応募をお待ちしております！

「こころの居場所」のご案内
「こころの居場所」は、こころに病を抱える方、心が疲れて
いるなぁと感じる方、家から一歩踏み出したい方を対象
として、お茶などを飲みながらゆったり過ごす機会を通じ
て社会復帰を応援するための場所です。
この「こころの居場所」を来年4月に扶桑町で開設するた
め、各機関と力を合わせて準備をすすめています。

主　　体：扶桑町
協力機関：江南保健所、障害児・者総合相談センターふそう、
 地域活動支援センター希楽里、扶桑しらゆり会、
 扶桑町社会福祉協議会
開設時期：令和3年4月　毎月１回開催予定

令和元年度 決算
3,613,000

1,092,355

120,426,403

23,604

563,634

19,999,434

5,564,803

1,074,856

77,129

10,908,229

6,239,994

798,390

14,829,705

93,615,109
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ガーゼマス
クで応援企

画

分かち合う幸せと安心を届けるフードドライブ

実際に食品を受け取った方から
寄せられた声

食品を通じて

町民とのつながりを

感じることができ、嬉しかったです！

お気軽にお問い合わせください。

上肢の運動

エアロバイク

下半身の筋力強化 旗揚げ運動

バンドを使った運動 ボールを使った運動

平行棒を使った運動
ご家庭で使う予定のないガーゼマスクを募集し、
福祉施設や生活困窮中の方々へ配布する企画です。
皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

ガーゼマスク（ハンドメイドも可）
※未開封であれば、サイズは問いません

募集内容

福祉施設や生活困窮中の方々へお渡しします
配布予定先

扶桑町総合福祉センター２F 社会福祉協議会事務局
または総合福祉センター１Fの寄附用ボックスにお入れください

寄附方法

フードドライブとは
家庭で余っている食べ物を持ち寄り、それらをまとめて扶
桑町内の福祉団体や施設に寄附する活動です。
皆様から集められた食品は、経済的に困窮している方、シ
ングルマザー・シングルファザーとその子どもたち、求職中
の方など、様々な理由で食事に不自由している個人の方々
への支援に活用されます。

「もったいない」を「ありがとう」に変える運動を
始めてみませんか？
扶桑町社会福祉協議会では、フードドライブへのご協力を
呼びかけております。おかげさまで町民の皆さまと扶桑町
役場のご賛同をいただき、寄附受付窓口を扶桑町役場福
祉児童課、産業環境課にも設けさせていただきました。ご
寄附いただいた食品は、順次支援に活用させていただいて
おります。

ふそうデイサービスセンターだより

ふそうデイサービスの
機能訓練をご紹介します！

ふそうデイサービスセンターは、利用者様の笑顔があふれる憩いの場です。
楽しく充実した１日を過ごしていただくために様々なプログラムをご用意しています。

体験利用も随時受け付けていますのでお気軽にご連絡ください。

機能訓練指導員がご利用者
様一人一人に合った訓練を
考え実施しております。
機械だけに頼らず、ボール
や旗、ゴムバンドなどを使っ
て楽しく取り組めるように
工夫をしています。

ふそうデイサービスセンター

※新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、訓練の内容を変更する場合がございます。

営業日：月曜日～土曜日（祝日も営業中） 連絡先：０５８７-９１-１１６１
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申込場所

ボランティアまつりの中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、皆様の健康を第
一に考えた結果、令和２年度のボランティアまつりを中止す
ることとなりました。
楽しみにしていただいていた皆様には大変残念なお知らせ
ですが、何卒ご理解いただきますようお願い致します。　

皆様もマスクの着用や手洗いうがいの感染予防で
健康でお過ごしください。

既にご存知の方もいらっしゃるかと思いますが
改めて車いす洗浄機の利用方法を紹介いたします

感謝状を贈呈致しました！
「ジョイフル扶桑犬山店」様の従業員の方が当法人・居宅介護支援事
業所のご利用者様が迷っているところを保護してくれました。お店の近
くにいたご利用者様の異変に気が付き、声を掛け、お店で水分補給を
促しながら事情を聴き取ってくださいました。最終的には扶桑町役場へ
通報してくれたのです。声を掛けるだけではなく、ご利用者様の体調面
にも気を配る対応をしてくださいました。そこで、感謝の念をこめて、会
長関芳雄が感謝状を店長様にお渡しいたしました。本当にありがとう
ございました。

扶桑町総合福祉センター１階と２階に、「いつでも、どこでも、
誰でも」社会貢献できる環境づくりを目指し、募金機能付きの
自動販売機「ハートフルベンダー」を設置しています。

ハートフルベンダー（自販機型募金箱）を
設置しています。

①飲み物購入時にそのおつりを利用し
て10円または100円単位で赤い羽根
共同募金に募金ができます。また、購入
者からの募金に合わせて、
②飲料メーカーから1本あたり約1円、
③設置先から手数料の一部が赤い羽
根共同募金に寄附されます。

お詫びと訂正

ふそう福祉だよりNo.139につきまして、下記の訂正がございます。
ご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
２頁「扶桑町社会福祉協議会の主な事業」内、「障害児・者福祉」の項目
誤）地域包括支援センター事業　　正）地域活動支援センター事業
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午前10時～午後5時
扶桑町総合福祉センター 3階 おもちゃ図書館
3歳位（保育園等入園前）までのお子様と保護者の方

■編集・発行／社会福祉法人扶桑町社会福祉協議会
〒480-0104 扶桑町大字斎藤字榎230番地
　　　　 （扶桑町総合福祉センター内）
TEL（0587）93-4300  　FAX（0587）93-4349

ご利用ください

・

食事サービス

赤ちゃん絵本プレゼント

心配ごと相談 ※予約ができます。
予約された方を優先と
させていただきます。

8月7日（金）・21日（金）・9月4日（金）・18日（金）

※予約（8月分は8月3日から、9月分は
9月1日から）が必要です。
初めての方を優先させていただきます。

法律相談

おもちゃ図書館

「声の広報」

扶桑町内の訪問調査を行っております

昨年度開催しました生活支援体制整備事業セミナー「みんなでつくろう！地域の支え合い」にて、
ご参加いただいた住民さんより寄せられた情報をもとに、各地域を職員が訪問しました。
住民さんがよく利用される施設や高齢者の方が集まる施設の調査を行っています。
4月下旬から6月にかけて小淵、山那、南山名地区を訪問しました。
突然の訪問だったにもかかわらず、快くお話ししてくださった皆さま、またお店の方々、ありがとう
ございました。今後も訪問を続けていく予定です！

2020年8月号

140
※新型コロナウイルスの影響により、
１１月末まで中止となりました。
１２月以降につきましては現在未定です。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止する場合が
ございます。

利用を中止
しています。

お祝いごとや香典のお返しを扶桑町の福祉のためにご
検討ください。
ご寄附いただきました方には、本会会長名を入れた礼
状をご用意させていただきます。

慶弔のお返しの一部を
まちの福祉のために

役立てていただけませんか

午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

8月24日（月）・9月28日（月）
午後1時30分～4時30分
扶桑町総合福祉センター ２階 相談室

～みんなでつくろう！地域の支え合い～（生活支援体制整備事業）

扶桑緑地公園 おぜき
国登録有形文化財
川田家住宅

小淵公民館 山那神社

ひまわり 扶桑町北部グラウンド

山名学習等供用施設


