
　１０月３日（土）に行われた『芸能ボランティア発表会』の様子です。市内で活動する個人・団
体ボランティア１０組が出演し、会場を盛り上げました。また、司会進行や撮影・運営もボランテ
ィアにお願いして実施しました。
　コロナ禍でボランティア活動が制限されていますが、“ コロナ禍で活動を自粛する ”という考え方
から、“コロナと付き合いながら活動する”という考え方に変化してきています。２～３ページでは、
コロナ禍でのボランティア活動について紹介しています。

　新年あけましておめでとうございます。旧年中は安城市社会福祉協議会の各種事業
に、深いご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。
　昨年はコロナ禍により、福祉センターの休館や最大のイベント「安城市福祉まつり」
を中止せざるを得ませんでしたが、せめてもの代替事業として実施した「芸能ボラン
ティア発表会」は、参加者の溜めていた熱意がほとばしり、大いに盛り上がりました。
社協の事業すべてにおいてコロナ禍でもできる仕組み、例えば、小規模イベントの開
催、オンライン会議や事業の動画配信などを模索して実行していくつもりです。有効
なワクチンと治療薬の出現を期待しつつ、工夫と忍耐を続けていきましょう。
　社協は今日の多様化する福祉課題と向き合い、少しでも解決への道筋をつけること
が、その重要な使命です。本年も基本理念であります「住民一人ひとりが主役の福祉
のまちづくり」を目指し、市民のみなさまのご協力をいただきながら、地域福祉の増
進に努めてまいります。結びにみなさまのご健勝、ご多幸をお祈りいたします。

社会福祉法人
安城市社会福祉協議会

会長 神谷明文

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮し実施しました。

新年のご挨拶

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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施設のボランティア担当者の感想
外部の人と話すことが久しぶりで、みなさま
喜んでいました。声も聞き取りやすく、良い
刺激になったと思います。

ボランティアの感想
利用者のみなさまが手を振り返してくれたり、
返事をしてくれるとこちらも嬉しくなります。
良い機会をいただきありがとうございました。

ウ
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　高齢者や障がいのある人が利用する施設、
町内会のサロンなどでは、楽器の演奏、踊り、
手品、体操などのボランティアに来訪しても
らい、施設の利用者や参加者に楽しんでもら
える場の提供をしていました。安城市ボラン
ティアセンターはボランティアをしたい人・
してほしい人のマッチングを行っていました。

　施設に外部の人が出入りすることへの制限
がかかり、多くの人が集まらないようにする
ことが求められたことにより、これまでのよ
うなボランティア活動ができなくなってしま
いました。安城市ボランティアセンターとして、
コロナ禍でもできるボランティア活動の開拓
に取り組んでいます。

コロナ禍後

　外部の人と関わる機会が減った施設利用者の認知機能の低下や、ボランティアの意欲の維持も
困難になりつつあるという問題が起きています。こうした状況を受け、安城市ボランティアセン
ターが場を調整するまとめ役を行い、ウェブ会議ツール（Zoom）を用いてボランティアと施設
利用者との交流の機会を設けました。

ウェブ会議ツールを利用した新しいボランティアのかたち

他にもこんな活動をしています

　安城市ボランティアセンターでは、学校が行う福祉学習を
支援しています。小中学校を中心に高齢者疑似体験や車いす
体験などのサポートをしており、そのひとつとして講師の派
遣を行っています。
　コロナ禍で講師の派遣が難しい場合は、ウェブ会議ツール
を使って実際に車いすを使用している人とお話したり、視覚
障がいのある人の生活の様子を見られるようにしました。

　リモートボランティアをはじめとして、インターネットを用いたボランティア活動が活発になってきてい
ます。しかしそのためにはパソコンやスマートフォン等の機器をそろえ、使いこなす必要があります。
　安城市ボランティアセンターでは、ボランティアのみなさまと一緒に新しい時代を歩むために、講座を実施
します！すでにボランティア活動をされている人はもちろん、これから始めたいという人も是非ご参加ください。

日　　時：第１回　令和３年３月６日（土）午前10時～11時30分
　　　　　第２回　令和３年３月13日（土）午後１時～２時30分
　　　　　（第１回、第２回の内容は同じです。）
場　　所：社会福祉会館　２階　講座室
講　　師：NPO法人　コミュニティサポーターほっぷ
対　　象 :ボランティア活動している人、始めたいと考えている人でパソコン・スマートフォン・タブレッ
　　　　　トのいずれかを持ちこめる人
申込期間：令和３年１月13日（水）から１月30日（土）まで（日・月休み）
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
申込方法：安城市ボランティアセンターに電話もしくは社会福祉会館窓口にて受付
※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

　マスクが不足した春から夏にかけて、
「安城市民やろMYプログラム実行隊」
「花かご」「地域ふれあいサークルかん
らんしゃ」などのボランティア団体や
町内福祉委員
会がマスクの
作製を行いま
した。また、
一部は安城市
社協を通じて
市内福祉施設
に寄付されま
した。

児童・生徒が福祉に触れる機会を マスク作り児童・生徒が福祉に触れる機会を マスク作り

▲車いす学習 ▲点字学習
▲地域ふれあいサークル
　かんらんしゃ

コロナ禍でボランティアはどう変わった？

コロナ禍前

＊講座の紹介＊

定員：各15名（先着順）

ボランティアに関する相談
安城市社会福祉協議会 安城市ボランティアセンター（赤松町大北 78番地 4  社会福祉会館内）
ＴＥＬ︓０５６６－７７－２９４５
M a i l︓syakyovola@city.anjo.aichi.jp お気軽にご相談ください！

ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！
　　　Zoomの会議に参加できるようになる
　　　Zoomで会議を開催できるようになる目標

コロナ禍での取り組み例

ウェブ会議ツールを利用した新しいボランティアのかたち

ボランティア側

こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動
こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動
こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動

ボランティア受け入れ側

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（2/１１・23除く） 2月１3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 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

２月の相談窓口

あんじょう 社協だより
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施設のボランティア担当者の感想
外部の人と話すことが久しぶりで、みなさま
喜んでいました。声も聞き取りやすく、良い
刺激になったと思います。

ボランティアの感想
利用者のみなさまが手を振り返してくれたり、
返事をしてくれるとこちらも嬉しくなります。
良い機会をいただきありがとうございました。
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　高齢者や障がいのある人が利用する施設、
町内会のサロンなどでは、楽器の演奏、踊り、
手品、体操などのボランティアに来訪しても
らい、施設の利用者や参加者に楽しんでもら
える場の提供をしていました。安城市ボラン
ティアセンターはボランティアをしたい人・
してほしい人のマッチングを行っていました。

　施設に外部の人が出入りすることへの制限
がかかり、多くの人が集まらないようにする
ことが求められたことにより、これまでのよ
うなボランティア活動ができなくなってしま
いました。安城市ボランティアセンターとして、
コロナ禍でもできるボランティア活動の開拓
に取り組んでいます。

コロナ禍後

　外部の人と関わる機会が減った施設利用者の認知機能の低下や、ボランティアの意欲の維持も
困難になりつつあるという問題が起きています。こうした状況を受け、安城市ボランティアセン
ターが場を調整するまとめ役を行い、ウェブ会議ツール（Zoom）を用いてボランティアと施設
利用者との交流の機会を設けました。

ウェブ会議ツールを利用した新しいボランティアのかたち

他にもこんな活動をしています

　安城市ボランティアセンターでは、学校が行う福祉学習を
支援しています。小中学校を中心に高齢者疑似体験や車いす
体験などのサポートをしており、そのひとつとして講師の派
遣を行っています。
　コロナ禍で講師の派遣が難しい場合は、ウェブ会議ツール
を使って実際に車いすを使用している人とお話したり、視覚
障がいのある人の生活の様子を見られるようにしました。

　リモートボランティアをはじめとして、インターネットを用いたボランティア活動が活発になってきてい
ます。しかしそのためにはパソコンやスマートフォン等の機器をそろえ、使いこなす必要があります。
　安城市ボランティアセンターでは、ボランティアのみなさまと一緒に新しい時代を歩むために、講座を実施
します！すでにボランティア活動をされている人はもちろん、これから始めたいという人も是非ご参加ください。

日　　時：第１回　令和３年３月６日（土）午前10時～11時30分
　　　　　第２回　令和３年３月13日（土）午後１時～２時30分
　　　　　（第１回、第２回の内容は同じです。）
場　　所：社会福祉会館　２階　講座室
講　　師：NPO法人　コミュニティサポーターほっぷ
対　　象 :ボランティア活動している人、始めたいと考えている人でパソコン・スマートフォン・タブレッ
　　　　　トのいずれかを持ちこめる人
申込期間：令和３年１月13日（水）から１月30日（土）まで（日・月休み）
受付時間：午前８時30分～午後５時15分
申込方法：安城市ボランティアセンターに電話もしくは社会福祉会館窓口にて受付
※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

　マスクが不足した春から夏にかけて、
「安城市民やろMYプログラム実行隊」
「花かご」「地域ふれあいサークルかん
らんしゃ」などのボランティア団体や
町内福祉委員
会がマスクの
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した。また、
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児童・生徒が福祉に触れる機会を マスク作り児童・生徒が福祉に触れる機会を マスク作り

▲車いす学習 ▲点字学習
▲地域ふれあいサークル
　かんらんしゃ

コロナ禍でボランティアはどう変わった？

コロナ禍前

＊講座の紹介＊

定員：各15名（先着順）

ボランティアに関する相談
安城市社会福祉協議会 安城市ボランティアセンター（赤松町大北 78番地 4  社会福祉会館内）
ＴＥＬ︓０５６６－７７－２９４５
M a i l︓syakyovola@city.anjo.aichi.jp お気軽にご相談ください！

ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！ウェブ会議ツールZoomを使えるようになろう！
　　　Zoomの会議に参加できるようになる
　　　Zoomで会議を開催できるようになる目標

コロナ禍での取り組み例

ウェブ会議ツールを利用した新しいボランティアのかたち

ボランティア側

こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動
こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動
こんなときこそみんなに元気を届けたい！
コロナ禍でのボランティア活動

ボランティア受け入れ側

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（2/１１・23除く） 2月１１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

２月の相談窓口

あんじょう 社協だより
         '21 　1/1 　－ 3 －



　みなさまの心温まる善意にお礼
申し上げます。
■安城善意銀行（10月受付分/敬称略）
昌富工業㈱▷愛知県立安城南高等

　 食 事 や 運 動 に つ い て 学 び 、
み ん な で 一 緒 に 予 防 し よ う ！
YouTubeで「安城市社協介護予
防」と検索してね！

　コロナ禍でも、介護従事者は利
用者のご自宅や施設で介護をして
います。毎日の生活に欠かせない
介護従事者の不足・高齢化が安城
市でも課題になっています。介護
従事者の身体的負担を軽減する介
護補助スーツを購入するため、募
金を開始します。
　募金は令和３年1月５日（火）
から３月31日（水）まで社会福祉
会館窓口で受け付けるほか、1月
10日（日）の安城市成人式、1月
16日（土）の安城市社会福祉大会
でも募金活動を行います。

　目標金額は15万円です。みなさ
まの温かいご支援をよろしくお願
いいたします。
■問安城市共同募金委員会
　　　　　　　　　☎（77）2941

■内赤い羽根共同募金を財源に、入
学・卒業により新たな生活に入
る、ひとり親家庭等のお子さん
に祝品を贈呈します。
■対安城市遺児手当受給世帯で、令

和３年３月に小学校・中学校卒
業、4月に小学校に新入学する
児童

※申請がない場合は贈呈できませ
んのでご注意ください。

▶祝品　サルビア商品券1万円分
■申1月23日㈯～2月20日㈯
※最終日午後５時15分までに必要

書類を社会福祉会館窓口にご持
参ください。郵送の場合も申請
期間内到着分のみが有効です。
余裕をもって早めに投函してく
ださい。
▶申請に必要なもの
①所定の申請書
②健康保険証または生年月日のわ

かるもののコピー
■他申請書は社会福祉会館・各福祉

センター・各地区公民館窓口で
配布のほか、ウェブサイトから
でもダウンロードできます。

▶受け渡し期間
　３月中旬頃の受け渡しになりま
す。
▶申請・問い合わせ・受け渡し場所
（日・月・祝日休み）
〒446-0046
安城市赤松町大北78-4
安城市社会福祉協議会事業係（社
会福祉会館内）
■問事業係　☎（77）2941

学校PTA▷NPO法人高齢者支
援よりそいの会▷ハッピーリタラ
イフ▷日本モウルド工業㈱▷安城
ものづくりネット▷水素風呂リタ
ライフ▷鳥居弘美▷太田勉▷沓名
勝博▷中村富士子▷東部公民館利
用者▷匿名
■令和２年7月豪雨災害義援金
（10月受付分/敬省略）
安城市身体障害者福祉協会

日　　時 場　　所

2月13日㈯
午後1時30分～
３時

北部福祉センター
ホール
☎97-5000

2月16日㈫
午前10時～
11時30分

中部福祉センター
集会室
☎76-0090

2月18日㈭
午前10時～
11時30分

桜井福祉センター
多目的室
☎99-7365

介護者おしゃべりサロン
2月６日㈯
午後1時30分～
4時

社会福祉会館
講座室
☎77-2941

掲載の事業は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

公開日 内　　容

1月1日㈮

【栄養】

・栄養講話

「塩分を控えて高血圧

を防ごう！」

・シニアのための自宅

で簡単レシピ⑧

「さといもとツナ缶の

グラタン」

1月15日㈮

【体操】

「あいち巡
めぐ

りん体操～

安城バージョン～立位」

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/～ハートンからのお知らせ～

安城市社協の介護
予防チャンネル

介護者のつどい

■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

新生活応援祝品
贈呈事業

“介護従事者を助けたい”募金受付開始！目標 15万円！


