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"まじめに 

コツコツ､即 行動"  

頑張ります !! 

5月 2日 (土) 八十八夜 1905年アメリカ・フィラデルフィア

3日 (日・祝) 憲法記念日 に住む少女が母の死に接し、生前に母を

4日 (月・祝) みどりの日 敬う日を設けようと働きかけたことから

5日 (火・祝) 端午の節句 やがて世界中に広まった母の日。

6日 (水) 立夏 日にちは少しずつ異なりますが、母へ

10日 (日) 母の日 の感謝に寄せる心は 世界共通です。

21日 (木) 小満 カーネーションに想いを込めて☆

整然と植えられた芝桜の遥か遠景には、
まちの中心部が…いいえ、実はこここそ
まちの中心地に在ります。

さて、ここはどこでしょう？

4/1発行の＜№50＞の答えは､松坂町の
幹線道路を入ったところの閑静な住宅街に
広々と開けたオヴァール・ガーデンの一角。
甘い香りに至福を感じるお洒落なお店です。

"アルゼンチンタンゴ"への招待☆（Chapter3） 
近年、タンゴは若者達の支持を受け、新たな広がりをみせています。

諸外国のケーブルテレビで放送され、また由緒ある国立タンゴオーケストラ

による演奏も盛んですが、タンゴの顔とも言える楽器・バンドネオンは現在

作られておらず、戦前作られたものを修復しながら使っています。

その理由は、演奏方法の難解さ。ドイツのハインリッヒ・バンドによって

考案されましたが、アコーディオンに似た形状ながら蛇腹を押す時と引く時

とでは違う音になり、更にボタンの音階配置がほぼ不規則という独特の構造

を持つため、習得が非常に難しいことから、"悪魔が発明した楽器" と呼ばれ

ています。しかしながら、アコーディオンの平坦な音色に対して、バンドネ

オンのビブラートのかかる音色は、大きな魅力の一つです。

ある時は劇的に、またある時は切なく、様々な感情を表現するメロディに

合わせ、踊る二人は３分間の恋人に。いくつになってもダンディな男と艶や

かな女を演じながら、アルゼンチンの夜は更けて行きます☆

 5月 2日 (土) 夢と学びの科学体験館オープニングイベント

10日 (日) 元刈谷地区役員顔合わせ会

14日 (木) 土地開発公社理事会

20日 (水) 国際交流協会役員幹事会

22日 (金) 愛知県都市監査委員会定期総会

26日 (火) 衣東臨時議会

29日 (金) 東海地区都市監査委員会総会・研修会

甍の波を泳いでいた 鯉のぼりも、

近年では 戸外の広い敷地を生かした

観光地などでの群生？を見かけます。

吹き流しならぬ日本の御旗を掲げ

戦後70年の節目の今年、日米首脳会

談がホワイトハウスで行なわれました。

日米同盟を強化し、世界平和と繁栄

に両国が力を合わせることは、国際社会

にとって重要なことですが、戦争放棄を謳っ

た日本国憲法を越える日米同盟の強化に変質

して行ってはなりません。

さて、今回の統一地方選では無投票当選が

相次ぎ、投票率も低い結果に終わりました。

地方自治の将来を考えると、中央で強気な

政権運営が続く中、議会が硬直化・形骸化し

民意が正しく反映されない恐れもあります。

様々な有権者、職業･年代層・女性枠拡大

等、あらゆる可能性を試す時が来ています。

身近な行政を自己決定し、自己負担の原則

で運営することが 基本となる地方自治。

今 私も改めて、地方議会の有るべき姿を

再認識し、与えられた職務を忠実に実行して

行く所存です。



　

４月のフットワーク 

 ★ プレミアム商品券が発売されます･･･!! ★ 

詳しくは、商工会議所および刈谷市ホームページまたは市民だよりをご覧ください。 

 ＊ 発行総数 ６億円 60万枚発行（１万円単位で一人の購入限度額１０万円まで） 

       プレミアム率２０％  " 1万円で１万２千円の買い物ができます!! " 

 ＊ 商品券の購入は往復はがきで予約が必要（６月１日～６月１５日） 

 ＊ 発券は７月１７日（金）～７月１９日（日）碧海信用金庫と市役所で 

刈谷市商工会議所および刈谷市商店街連盟がプレミアム商品券を発行することになりました。 

銀座ＡＢ地区(市有地)整備事業の完成イメージ図が公表されました。 

銀座４丁目信号の東 
東京三菱ＵＦＪ銀行の東側 

高齢者向けのデーサー 
ビス(定員２５人)の施設と 
保育所(定員９０人)が併設 

食品ドラックと商業テナント 
分譲マンション 

(８５戸) 

地上３２階建ビルおよびデーサービスと保育所施設が併設されます。 
１階は食品ドラック・２～４階は駐車場・５～３２階はマンション 

”建設は、平成３１年度までに完了予定” 

「第３次刈谷市地域福祉計画」の一部を紹介 

『地区社会福祉協議会』設置のイメージ 

２）施策の体系 

※１と※２については、概略の一部を次頁に紹介します。 

年　度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

地域福祉計画
（市行政）

地域福祉活動計画
（社会福祉協議会）

第２次刈谷市地域福祉計画
　　（H22～26年度）

一体的な施策計画

第３次刈谷市地域福祉計画
（H2７～３１年度）

第３次かりや地域福祉活動計画
　　（H24～26年度）

※１ 前頁に続く 

　支え合いの
　しくみづくり

　地域における
　福祉サービス
　の充実

　地域での見守り
　と権利擁護の
　推進

　福祉への理解
　の促進

１ 広報・啓発活動の充実
２ 福祉教育の充実

１ 地域福祉を支える人
　 づくり
２ 地域ネットワーク
　 づくり
３ 住民主体による地域
　 課題を解決する場づ
　 くり

１ 集いの場づくり
２ 生活支援サービス等
　 の構築
３ 社会福祉を目的とする
　 事業の充実

１ 地域見守り活動の推進
２ 災害時における要支援
　 者への対策推進
３ 相談体制の充実と権利
　 擁護の推進
４ 生活困窮者の自立支援

ボランティアの
育成支援

地区社会福祉
協議会の設立支援

サロンづくりの
推進と生活支援
サービス等の構築

地域における避難
行動要支援者等の
支援の見守り体制
の充実

権利擁護の推進

障害のある人等
への理解の促進

基本目標 施策の方向 重点的な取り組み
基本
理念
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解決

支援 支援支援

北部地区事務所
（一ツ木福祉ｾﾝﾀｰ内設置済）

ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ職員配置

（仮称）中部地区事務所
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ職員配置

（仮称）南部地区事務所
ｺﾐｭﾆﾃｨｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ職員配置

北部地区社会福祉協議会
「ハートの会」(設立済)

（仮称）中部地区社会福祉
協議会 (H30年設立予定)

（仮称）南部地区社会福祉
協議会 (H28年設立予定)

地区社会福祉協議会のイメージ

（例）　自治会･民生委員･児童委員
老人ｸﾗﾌﾞ･子ども会･婦人会･PTA･学校
幼稚園･保育園･地域包括支援ｾﾝﾀｰ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ･NPO　など

地域実情に応じて連携が必要となる団体

（例）　自治会･民生委員
児童委員･地域包括支援ｾﾝﾀｰ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ　など

（仮称）運営委員会

地域の困りごと

※１ 

※2 

成年後見支援事業がスタート!! 
  平成27年4月1日～ひまわり内に相談窓口『成年後見支援センター』が設置されました。 

※2 

 認知症、知的障害、精神障害等のために判断能力が不十分な人が、「契約」や「財産管
理」をすることが困難な場合、本人に不利益が生じないよう支援する人（後見人等）を設け
る制度（成年後見制度）があります。刈谷市は、その制度を利用したい方に、利用のお手伝
いをします。また、身近に後見人になる方がいない場合などは後見人の受任も行ないます。 

  この計画は、地域で何らかの支援を必要としている人を、地域社会の構成員として 
 包み支え合うという『参加と支え合いで築く 共に暮らせるまち』の考え方を基本理念 
 に、住民の幅広い参画と、市・市社会福祉協議会・自治会・ＮＰＯ・ 

 ボランティアなどの協働により、地域の繋がりを築き地域の福祉力 
 を高めることを目指すものです。 

１）計画の期間 


