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１　実施主体　　日進市社会福祉協議会　�
　　後　　援　　日進市
２　実施日程　　�令和３年８月９日（振休・月） 

午後１時30分～３時30分
３　実施場所　　中央福祉センター　２階　多機能室
４　内　　容　　�夏休みの時間を使い、親子で今できる防災のことや�

災害ボランティアセンターのことについて学びます。
５　対　　象　　�日進市在住の小学生とその保護者�（小学生１名につき保護者１名）
６　定　　員　　５組10名（先着順）　
７　申　　込　　�７月１日（木）～７月30日（金）�

①住所②氏名③年齢④電話番号を日進市社会福祉協議会まで�
（電話、FAX、メール可）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止になる場合があります。

わが町の防災について親子で学んでみませんか!!

夏休みの
自由研究に
オススメ！

親子で学ぶ！親子で学ぶ！『にっしん防災フェスタ』『にっしん防災フェスタ』
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● と　　き ： �９月29日（水）　午前10時～午後４時
● と こ ろ ： �中央福祉センター２階　集会室
● 定　　員 ： �先着９名　
● 参 加 費 ： �無料
● 対 象 者 ： �市内の指定事業所にて就業する意思のある方・関心のある方
● 申込方法 ： �①住所②氏名③生年月日④電話番号を日進市社会福祉協議会まで�

（窓口・電話・FAX・メールいずれかで）
● 申込締切 ： �９月22日（水）
● 講座内容は、ホームページをご覧ください。

この講座は、比較的軽度の要支援認定者および事業対象者への生活支援（家事援助など）を行う「訪
問型サービスＡ」の従事者を養成する講座です。地域の高齢者を支える新たな担い手として活動し
てみませんか。

初回受講日より１年以内に所定の講義（①～⑥）全てを受講した方に修了証を発行します。１日の
みの受講では修了証の発行ができませんのでご注意ください。

生活支援サポーター養成講座
訪問型サービスＡ（基準緩和型サービス）

譲ります
⃝ 電動ベッド
⃝ リクライニング型車いす
⃝ 車いす
⃝ 入浴グリップ
⃝ 歩行車

福祉機器リサイクル福祉機器リサイクル
福祉機器リサイクル情報
　　� 　(令和３年６月15日現在)

不要になった福祉用具を有効活用しませんか不要になった福祉用具を有効活用しませんか
車いす、歩行器、ベッドなど、使わない福祉用具を譲りたい方、福祉用

具を譲り受けたい方はご登録ください。
中央福祉センター１階南側廊下掲示板｢譲ります｣｢譲ってください｣コー

ナーに掲示し、また、直近の福祉だよりに掲載します。
譲受希望が出るまで保管はご家庭でお願いしております。
提供に関する交渉は、譲渡人、譲受人双方のお話し合いでお願いします。

※ ポータブルトイレ等、直接皮膚に触れて使用する福祉機器は新品に限ります。お気
軽にお問合せください。

例年、夏休み期間中に子育て家庭向け交流会を開催しておりますが、今年度
の開催は12月頃を予定しております。詳しい日時・内容につきましては、福祉
だより10/1号にてお知らせいたしますのでご了承ください。
※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止になる場合があります。

子育て家庭向け親子交流会について

※全講義受講後に、別途現場研修および認知症サポーター養成講座を受講いただきます。
※詳しくは社会福祉協議会までお問い合わせください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止になる場合があります。
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ボランティアセンターの運営には、地域たすけあい活動協力金（日進市社会福祉協議会会費）が使われています。

●ボランティア相談 月曜日～土曜日 ８時30分～17時

９月の敬老の日に向けて子どもたちがお手紙等
を準備しています。

子どもたちの気持ちを受け取っていただける日
進市内の施設・団体の方はご連絡ください。

敬老の日に合わせてお届けします。

申込締切　８月31日（火）

期　間　 夏休み期間中の５日間（いずれも水曜日） 
（7/21・7/28・8/4・8/18・8/25）

内　容　 にぎわい交流館内で調理した弁当を 
南小学校、北小学校の児童クラブに届ける

人　数　若干名
資　格　自家用車で通える方

連絡先　 090-8074-5327 
（日進LOVEラボ 樽見（タルミ）まで）

「放課後児童クラブ（学童保育）」に「放課後児童クラブ（学童保育）」に
お弁当を届けるボランティアお弁当を届けるボランティア
� を募集しています。� を募集しています。

敬老の日のお手紙等を
受け取っていただける施設・団体

募 集

「ボランティア活動保険」は、ボランティア等の
活動中に、ボランティア自身がケガをした（傷害事
故）、他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊
してしまった（賠償事故）などの事故を幅広く補償
する保険です。

万一、ボランティア活動中に地震などの自然災
害が起きた場合にケガをされても「天災プラン」
に加入していれば補償されます。

補償期間は毎年４月１日（中途加入の場合、手続
き完了の翌日）から翌年３月31日までです。ボラ
ンティア活動を行う前に、ぜひご加入ください。

補償内容等の詳細は、愛知県社会福祉協議会の
ホームページでもご覧いただけます。「愛知県社協」
で検索してください。

ボランティア活動保険の加入手続きはお済みですか？ボランティア活動保険の加入手続きはお済みですか？

日進市社会福祉協議会ボランティアセンター  日進市社会福祉協議会ボランティアセンター  TEL：TEL：0561-73-48850561-73-4885

対　　象 ： �日進市内在住で65歳以上の方（介護保険第１号被保険者の方）�
ご自身で活動場所に通える方

と　　き ： ７月28日（水）　午前10時～正午
と こ ろ ：中央福祉センター２階　集会室
持 ち 物 ：筆記用具、介護保険証、印鑑、ボランティア保険料（250～800円）

申込方法 ： �①住所②氏名③年齢④電話番号を日進市社会福祉協議会まで�
（窓口、電話、FAX、メールいずれかで）

申込締切 ：７月21日（水）

～おたっしゃボランティア登録＆説明会～

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止になる場合があります。また、コロナ禍で活動場所
が少なくなっております。登録いただいても活動のご希望に添えない場合がございますのでご了承
ください。

※次回は10月に実施予定です。

愛知県社協 検索

ボランティア活動を通してボランティア活動を通して
いきがいづくり・健康づくりをしませんか？いきがいづくり・健康づくりをしませんか？
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赤い羽根共同募金は10月から12月までの募金活動期間ですが、日進市では前年に引き続き、令和２年度も厚生労
働省の告示に基づき、３月まで期間を延長して赤い羽根共同募金活動を実施しました。コロナ禍で募金活動が制限
されるなか、皆様の助け合いや支援の温かいお気持ちにより、多大な募金をお寄せいただきました。皆様の社会福祉
に対するご理解、ご協力を心より感謝申し上げます。

お寄せいただきました募金は、愛知県共同募金会で取りまとめられ、約７割は日進市に配分され地域福祉のために、
約３割は愛知県全域の福祉事業に使われます。

令和2年度 赤い羽根共同募金集計報告

募金総額　　5,466,494円

一般募金　5,039,994円
●戸別募金　3,830,546円   

●学校募金　263,593円   

地区名 金額（円）
赤池 579,054
浅田 404,400
梅森 120,100
野方 93,500
蟹甲 47,500
折戸 109,600
藤枝 52,000
米野木 158,910
三本木 50,500
藤島 85,700
本郷 72,300
岩崎 272,800

学校名 金額（円）
西小学校 21,939
東小学校 8,058
北小学校 25,331
南小学校 9,282
相野山小学校 7,778
香久山小学校 18,694
梨の木小学校 27,614
赤池小学校 23,321

あいち尾東農業協同組合 日進支店
あいち尾東農業協同組合 米野木支店
あいち尾東農業協同組合 岩崎支店
あいち尾東農業協同組合 浅田支店
豊田信用金庫 日進支店
豊田信用金庫 米野木支店
コープあいち　岩崎店
コープあいち　日進店
マックスバリュ  米野木店

地区名 金額（円）
岩藤 120,200
北新 81,000
南ヶ丘 239,100
五色園 407,341
香久山 100,000
岩崎台 80,000
梅森台 100,000
日生梅森園 73,300
橦木団地 59,500
日進団地 40,000
日進ニュータウン 23,100
南山エピック 42,800

地区名 金額（円）
三ヶ峯台 37,100
芦廻間 38,500
御岳 90,000
岩根 69,400
日進グリーンハイツ 8,000
竹の山一丁目 3,000
竹の山 24,841
日生東山園 46,300
日東東山 56,900
東山平子台 43,800

学校名 金額（円）
竹の山小学校 14,542
日進中学校 12,437
日進西中学校 10,172
日進東中学校 6,523
日進北中学校 21,809
日進高等学校 16,086
日進西高等学校 30,007
中部大学第一高等学校 10,000

●団体募金　6,472円   

●職域募金　50,310円   

●その他　24,507円   

ボーイスカウト日進
第２団 6,472

日進市共同募金委員会　☎0561-73-4885

募金箱設置（市内公共施設・協力店）　80,042円

▲  中部大学 
第一高等学校

わか松　日進蟹甲店
ルーディコ
ドリンクスタンド Ｎｏｒｔｈ
咲蔵珈琲
日進市商工会
愛知中央ライオンズクラブ
日進郵便局
日進南ヶ丘郵便局
日進岩崎郵便局

日進栄郵便局
日進香久山郵便局
日進米野木郵便局
日進赤池郵便局
スギ薬局　赤池店
スギ薬局　香久山店
スギ薬局　フィール日進店

協力店の皆様、協力店の皆様、
ご協力ご協力

ありがとうありがとう
ございました！ございました！

［内訳］
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歳末たすけあい募金　426,500円

法人一般募金　784,524円

㈱愛幸発條
㈲愛知兄弟社
あいち尾東農業協同組合 日進支店
㈱愛知ヤクルト工場
㈲愛和

（福）あかいけ寿老会
㈱アコー
浅井建設㈱

（福）あじさいの会　
アーバンライフ㈱
㈱アンジュ
㈱イケダ
イトウ金属㈱
㈱伊藤段ボール工業所　日進工場
㈱稲吉建設
㈱インフィールド
㈱梅森造園
エスコート（石川さかゑ）
㈲大平建築
小野田電気㈱
河合建設㈱
㈲小池組
㈲光徳製鋲所
幸村建設㈱
㈱幸和商会
コニックス㈱
㈱ゴルフコミュニティ エトワス

㈱愛幸発條
あいち尾東農業協同組合 日進支店
㈱アコー
浅井建設㈱
㈲浅井米穀店
アーバンライフ㈱
イトウ金属㈱
㈱伊藤段ボール工業所
稲吉建設㈱
㈱インフィールド
㈱梅森造園
エスコート（石川さかゑ）
小野田電気㈱
ＫＴＣスマイルケア㈱ デイサービスはなのき東郷
㈲小池組
㈲光徳製鋲所　　　　　　　　　
宗教法人大法輪台意 光妙教会 名古屋支部
幸村富江
㈱幸和商会
コニックス㈱
㈱ゴルフコミュニティ エトワス

㈱サンケミカル
㈱サンテック
山東㈱
ＪＥＴ㈱　　

（医）清水会 有料老人ホーム リバーサイドケア赤池
宗教法人大法輪台意 光妙教会 名古屋支部
住宅型有料老人ホーム すまいるハッピー日進
昭和建物管理㈱
㈱スズキモータース

（医）生寿会　日進老人保健施設
（医）聖生会　なしのきクリニック
税理士法人ＳＡＫＡＩ会計

（医）大医会　日進おりど病院
㈱大幸造園土木
髙木建設㈱
㈱田口建設
㈱武田造園
中央可鍛工業㈱
中部ケーブルネットワーク㈱　東名局
デイサービス永
㈱テクニカルリンクスデザイン
㈲天白組
㈱東伸サービス
㈱東名アーネスト
東名化成㈱
㈱トーヨー
冨田整形外科

三幸土木㈱
㈱サンコー
㈲三千堂
㈱サンテック
昭和建物管理㈱
㈱スズキモータース

（医）生寿会　日進老人保健施設
（医）聖生会　なしのきクリニック
税理士法人ＳＡＫＡＩ会計
髙木建設㈱
㈱田口建設　　　　　　　
中央可鍛工業㈱
㈱テクニカルリンクスデザイン
㈲天白組
㈱東伸サービス
㈱東名アーネスト
東名化成㈱
冨田整形外科
トヨタ自動車㈱
豊田信用金庫 米野木支店
豊田信用金庫 日進支店

豊田信用金庫 米野木支店
豊田信用金庫 日進支店
南海商事㈱
日進衛生㈱
日進管工㈱
日進省力機工業㈱
㈱日進螺子製作所
㈱ニッセイ名古屋

（福）日東保育園
日本システム・クリエート㈱
㈱ハクサン

（宗）白山宮
㈲はじめの一歩
㈲馬場保険事務所
ハル税理士法人
日の出衛生保繕㈱
福友病院
訪問看護ステーションリハメール日進
㈱マーゼンプロダクツ
㈱牧製作所
㈲丸中製材所
メイコウアドヴァンス㈱
名東建設工業㈱
㈱安江工務店
㈲ワイケイプラント
㈲わこう

日進衛生㈱
日進管工㈱
日進コンクリート興業㈱
日進省力機工業㈱

（福）日進福祉会
日進山田電機
㈱日進螺子製作所
㈱ニッセイ名古屋

（福）日東保育園
日本システム・クリエート㈱

（宗）白山宮
㈲はじめの一歩
ハル税理士法人
訪問看護ステーションリハメール日進
㈱マルワ
メイコウアドヴァンス㈱
名東建設工業㈱
㈲ワイケイプラント
㈲わこう
㈱ワンダーランド

大口寄付者　三幸土木株式会社

（50音順・敬称略）
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月 日 内　　　容
7 2 福祉実践教室（日進東中学校）

7 福祉実践教室（北小学校）
5 聞こえに関する支援ボランティア講座（～８/16）

10 赤い羽根公募プレゼンテーション審査会
肢体不自由ママパパのためのフリースペース｢しゃべり場｣

13 福祉実践教室（香久山小学校）
17 精神保健福祉ボランティア｢すばる｣フリースペース
28 おたっしゃボランティア登録・説明会

8 ９ 親子で学ぶ!にっしん防災フェスタ
21 精神保健福祉ボランティア｢すばる｣フリースペース
25 理事会

9 ８ 福祉実践教室（香久山小学校）
11 肢体不自由ママパパのためのフリースペース｢しゃべり場｣
14 福祉実践教室（梨の木小学校）
15 福祉実践教室（北小学校）

評議員会
17 福祉実践教室（相野山小学校）
18 精神保健福祉ボランティア｢すばる｣フリースペース
22 福祉実践教室（南小学校）
29 福祉実践教室（赤池小学校）

生活支援サポーター養成講座

お知らせ 「チャレンジド夏祭り」につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により本年は中止とさせていただきます。

社会福祉協議会　今後の予定 （令和３年７月～９月）

匿名 1,000,000円　
匿名 5,000円
匿名 34,800円
日進市遺族会 165,120円
匿名 50,000円
福岡　幹雄 10,000円
社団法人全国肢体不自由児･者父母の会連合会 
 4,270円

次の方々から善意のご寄付をいただきました。
市民の皆様に報告させていただくとともに、

厚くお礼申し上げます。 （順不同・敬称略）

まごころまごころ
ありがとうございましたありがとうございました

（令和３年３月10日～令和３年６月15日受付分）

募集職種　�パートタイム（保育士）

業務内容　�子ども発達支援センターに通園する
療育の必要なお子さんの療育保育

資 格 等　�保育士　

勤務日数　�月曜日～金曜日のうち週４日程度

勤務時間　�午後１時30分～５時30分の４時間

勤務場所　�子ども発達支援センター�
（すくすく園）

給　　与　�1,290円（時給）、交通費支給あり

賞　　与　�週15.5時間以上勤務の場合あり

選考方法　随時面接

必要書類　�履歴書（任意様式、写真貼付）及び資
格証・運転免許証の写し

申込み先　�必要書類を障害者福祉センター
（〒470-0136日進市竹の山４丁目301番）�
に持参または郵送

募集職種　パートタイム（生活相談員）

業務内容　デイサービス利用者の介護業務全般

資 格 等　�社会福祉士、精神保健福祉士、�
社会福祉主事任用資格、介護福祉士、�
介護支援専門員資格のいずれか

勤務日数　�月曜日～土曜日（祝日含）の内�
週３～４日

勤務時間　�午前８時30分～午後５時15分の内�
４～７時間

勤務場所　中央福祉センター

給　　与　�1,155～1,320円（時給、資格による）、
交通費支給あり

賞　　与　週15.5時間以上勤務の場合あり

選考方法　随時面接

必要書類　�履歴書（任意様式、写真貼付）及び�
資格証・運転免許証の写し

申込み先　�必要書類を社協事務局�
（中央福祉センター〒470-0122蟹甲町中島22）�
に持参または郵送

日進市社会福祉協議会 臨 時 職 員 募 集臨 時 職 員 募 集
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