
　新型コロナウイルス感染症の影響により、３密を避ける点から地域福祉活動やイベント
の中止が相次ぎました。人が集まって交流を深める機会が制限される中、自分たちにでき
ることは何かないかと取り組まれたのが手作りマスクの作成や配布でした。
　地域のみなさまとのつながりを常に考え、日頃の感謝の想いを込めながら、マスクを一
つひとつ作成され、地域のみなさまや福祉事業所に配布をされました。
　特集ではコロナ禍での地域や安城市社協の取り組みを紹介します。

地域ふれあいサークル かんらんしゃと地域ボランティアのみなさま 住吉町福祉委員会

北明治福祉委員会花ノ木福祉委員会

ハートン

安城市社協基本理念
「住民一人ひとりが主役の福祉のまちづくり」
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カーネーションで『笑顔』と『つながる安心』をお届け！ 安城善意銀行では、いただいた寄付を福祉施設等へつなげています！

保育園などへの手作りマスクの寄付

　高棚町では、さまざまなサロン活動を実施していました
が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、その多
くを３月から中止していました。
　ふれあいサロン高棚（月２回開催）では、“密” を避けて
できることを考える中、会えなくなった参加者の様子を伺
い、サロンが再び始まった時の再会を願って、活動者のみ
なさまがカーネーションを一人ひとりに届けました。

　新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、町内サロ
ン等の開催自粛中、北明治福祉委員会が、「こんな時こそ、
何かできないか？」と始められたのが、不足しているマス
ク作り！
　毎週開催の町内サロンに参加している保育園や幼稚園、
障がい者支援施設のみなさまに、日頃のお礼の気持ちと、
緊急事態宣言が出ている状況においても施設を開けられて
いることに、少しでもお手伝いできないかとの思いから手
作りマスクを寄付することにしました。感染拡大防止のた
めに、個々での作成となりましたが、なんと約 2,000 枚も
のマスクを作られました。
　他にも、地区内の小中学校や福祉施設、ひとり暮らし高
齢者、福祉委員会活動に協力していただいている地域のみ
なさまなどにも配布しました。

▲園児への寄付の様子

▲配付したカーネーション

▲個装されたマスク

お久しぶりです！お元気に
していらっしゃいますか？

！

まさかお花をもらえるなんて！
久しぶりに顔を見れて嬉しい！

～コロナ禍の地域の取り組み～

～コロナ禍での地域の取り組み～ ～コロナ禍での安城市社協の取り組み～

　マスクの他にも消毒液や布地など、たくさんの寄付が集まっています。「コロナ禍で自分にで
きることを…」と寄付くださる人が多く、その想いは安城善意銀行を通して、必要としている人
につながっています。今だからこそ、届けられるみなさまの心温まる善意に感謝いたします。

　安城ロータリークラブからは、不織布マスクを 6,000 枚。「安城商工会議所女性会」、「さんかく 21・
安城」、ボランティア団体の「安城市民やろMYプログラム実行隊」、「花かご」や個人から届いた手作り
布マスクは合計約1,700枚に上ります（６月２日時点）。その他多くの人から寄付をいただいています。

　封筒にはメッセージ、
中には子ども用の可愛
らしい手作り布マスク
が入っていました。

　いただいた寄付物品は、市内の福祉施設
で、利用者や職員に使っていただいていま
す。

多くの団体や個人からマスクの寄付をいただきました！

ある日は東京から封筒が届き…

多くの団体や個人からマスクの寄付をいただきました！

ある日は東京から封筒が届き…

安城善意銀行 物品預託 ハートンもマスクをつけてみたよ！

▲安城ロータリークラブからマスクの寄付▲安城ロータリークラブからマスクの寄付 ▲さまざまな団体からの寄付マスク▲さまざまな団体からの寄付マスク

▲マスクが入っていた封筒

届いた手作り布マスク▶

安心して支援ができ
ています。ありがと
うございました！

お問い合わせ　安城善意銀行（事業係内）　☎７７－２９４１／ FAX ７３－０４３７

いただいた寄付物品をお渡ししました！いただいた寄付物品をお渡ししました！

（高棚町福祉委員会）（高棚町福祉委員会）

（北明治福祉委員会）（北明治福祉委員会）

▲障がい者グループホーム
めろんぱんの職員さん
▲障がい者グループホーム
めろんぱんの職員さん ▲児童デイサービスまめぴよ

クラブの子どもたち
▲児童デイサービスまめぴよ
クラブの子どもたち

9 月の相談窓口
名称（場所） ボランティア相談（社会福祉会館） 専門職による後見制度市民相談 ( 社会福祉会館 )
日　　時 毎週(火)～(土) 午前9時～正午　午後１時～５時 9月１2日(土) 午後１時30分～4時 (毎月第2土曜日)
対　　象 ボランティア活動をしてみたい人・依頼したい人、団体 市内在住の後見制度の利用を検討している人

予　　約 不要 期間⇒相談日当日まで(要予約・先着3名)
受付⇒午前8時30分～午後５時１５分

問い合わせ 安城市ボランティアセンター　☎77-294５ 生活相談係　☎77-0284
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きることを…」と寄付くださる人が多く、その想いは安城善意銀行を通して、必要としている人
につながっています。今だからこそ、届けられるみなさまの心温まる善意に感謝いたします。
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お問い合わせ　安城善意銀行（事業係内）　☎７７－２９４１／ FAX ７３－０４３７

いただいた寄付物品をお渡ししました！いただいた寄付物品をお渡ししました！

（高棚町福祉委員会）（高棚町福祉委員会）

（北明治福祉委員会）（北明治福祉委員会）

▲障がい者グループホーム
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クラブの子どもたち
▲児童デイサービスまめぴよ
クラブの子どもたち

9 月の相談窓口
名称（場所） 心配ごと相談（総合福祉センター） 障害者更生相談（総合福祉センター）
日　　時 毎週(火)～(土) 午後１時30分～4時　※9/22はお休み 9月１0日(木) 午後１時～4時（毎月第２木曜日）
対　　象 市内在住の人 市内在住の身体障がいのある人・知的障がいのある人および介護者

予　　約 不要 期間⇒相談日の前々日まで(要予約・先着6名)
受付⇒午前8時30分～午後５時１５分

問い合わせ 地域福祉係　☎77-7889 総合福祉センター　☎77-7888
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■日 10 月1５日～２月 2５ 日の概ね第
１、第２、第３木曜日（全 1５ 回）
午前 9 時 30 分～正午
■場総合福祉センター
■内暮らしを彩る、うつわ作り
■￥1,５00円程度（材料費）
■対市内在住の18 歳以上の身体、知

的、および精神に障がいのある人
■定 8 名（定員を超えた場合抽選）
■申8月４日㈫～8月 29 日㈯午前

9時～午後５時（月曜日を除く）
に窓口にて申し込み。

　※電話での申し込みは不可
■問総合福祉センター☎（７７） ７888

Youtube で「安城市社協」と検
索してみてね！

公開日 内　　容

8月１日㈯

・栄養講話
「脳を活性化しよう」
・シニアのための自宅
で簡単レシピ

「さばみそ缶と豆腐の
そぼろ煮」

8月1５日㈯
・体操
「安城市のご当地体操」

　点訳って難しそう…。点字を基
本から楽しく学べる初心者向けの
講座です！秋から新しいことに挑
戦してみませんか？
■日9月３日～11月５日の毎週木曜

日（全10回）午前10時～正午
■場社会福祉会館
■講点訳サークルきつつき会
■￥千円（テキスト代込）
■定20名（先着順）
■申8月７日㈮～8月29日㈯の午前

9時～午後５時（日・月・祝日
は除く）に、窓口または電話に
て申し込み。
■問安城市ボランティアセンター

（社会福祉会館内）　☎（７７）29４５

　 歳末激励品 （サルビア商品券
７千円） を贈呈します。
　対象となる人は、お申し込みく
ださい。年内に民生委員・児童委
員がお届けします。
■対次のいずれかに該当する人
①児童扶養手当受給者
②特別児童扶養手当受給者
※令和2年11月1日現在の受給決

定者であること

■申申請書を10月31日㈯の午後５時
までに窓口に持参するか、郵送し
てください。
※郵送の場合も10月31日㈯必着。

余裕を持って投函してくださ
い。

※申請書は社会福祉会館及び市内
福祉センター窓口で配布のほ
か、安城市社協ウェブサイトか
らダウンロードもできます。

※募金の状況により、内容が変更
になることがあります。
■問〒４４６ー００４６
　安城市赤松町大北７８番地４
　事業係☎（７７）29４1

　みなさまの心温まる善意にお礼
申し上げます。（５月受付分／敬
称略）
■安城善意銀行
後藤匡▼㈱想珠▼安城商工会議所
女性会▼あいラクラクサポート▼
安城市赤十字奉仕団▼安城市民や
ろMYプログラム実行隊▼安城ロ
ータリークラブ▼さんかく21・安
城▼NPO法人高齢者支援よりそ
いの会▼日本モウルド工業㈱▼中
村富士子▼花かご▼永見道佳▼ド
クタートロン安城ショールーム林
店▼匿名

　今年度、開催を予定しておりま
した以下の福祉センターまつり
は、新型コロナウイルス感染症の
拡大防止のため、中止とします。

日　　時 場　　所

9月６日㈰ 北部福祉センター
まつり

9月13日㈰ 中部福祉センター
まつり

9月21日（月・祝） 作野福祉センター
まつり

10月４日㈰ 安城市福祉まつり

11月8日㈰ 桜井福祉センター
まつり

12月12日㈯
　　13日㈰

安祥福祉センター
まつり

■問総合福祉センター☎（７７）７888

日　　時 場　　所

9月４日㈮
午後１時30分
～午後３時

安祥福祉センター
会議室
☎７3-５７５７

9月５日㈯
午後１時30分
～午後４時

西部福祉センター
集会室
☎７2-６６1６
※介護者おしゃべりサロンと合同開催

9月11日㈮
午後１時30分
～午後３時

北部福祉センター
ホール
☎9７-５０００

9月11日㈮
午後１時30分
～午後３時30分

作野福祉センター
デイルーム
☎７2-７５７０

9月1５日㈫
午前10時～
午前11時30分

中部福祉センター
集会室
☎７６-００9０

9月1５日㈫
午後１時30分
～午後２時30分

明祥プラザ
集会室
☎92-3６４1

9月1７日㈭
午前10時～
午前11時30分

桜井福祉センター
多目的室１
☎99-７3６５

介護者のつどい

新型コロナウイルス感染症の影響により、中止となる場合があります。

ご寄付いただきました

あんじょう 社協だより
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安城市社協ウェブサイト
https://www.anjo-syakyo.or.jp/

身体障害者社会参加
支援事業　陶芸講座

～ハートンからのお知らせ～

赤い羽根共同募金配分
事業歳末激励品贈呈

各福祉センターまつり
中止のお知らせ

安城市社協の介護
予防チャンネル

点訳ボランティア
養成講座

中学３年生までの子どもを養育
する人に支給されている「児童
手当」とは異なります。

■日期間・日時　■場場所　■内内容　■講講師・指導　■対対象・資格　■定定員・募集人数　■￥費用・受講料等
　■持持ち物　■申申込方法等　■問問い合わせ先　■他その他　　※「■対どなたでも　■定特になし　■￥無料」の場合は記載を省略


