
 

                        

  

 

 

                              

                              

 

 

 

ともに生きる地域社会を 

特定非営利活動法人 ゆいの会 

ゆい通信 
平成３０年４月 ＮＯ．７４ 

 
 

 

介護保険制度がスタートして 18 年、介護費用は年々増大しており、現状のまま進む

と団塊の世代が後期高齢者（75 歳以上）になる 2025 年には、介護費用は現状の約 10

兆円から 21 兆円へ、さらに専門職も 38 万人が不足し、社会保障費も医療・介護の専

門職も足りず、ひいては国家財政も深刻な状態になりパンクしてしまうと危惧されて

います。数年前から社会保障費の低減等を主な目的として、施設から在宅への流れを

推進し、報酬改定や医療と介護の連携が行われてきましたが、平成 30 年 4 月、医療と

介護報酬の同時改正により、今まで以上に重度化防止・自立支援・医療機関と在宅介

護の連携に重点が置かれるように改正されました。地域では、ニーズに見合ったサー

ビスが切れ目なく提供される「地域完結」にむけて、地域支援事業（市町村が主体と

なって進める介護予防等の支援事業）の充実やそれにむけた人材育成に各自治体が取

り組むよう強化されました。軽度認定者の生活支援には介護職員初任者研修の資格を

取得しなくても、一定の研修をうけた人は支援できるようになります。ゆいの会では

知多市の委託を受け、生活支援コ－ディネ－タ－が地域に出向き、住民の活動の場づ

くりやたすけあい等の生活支援サ－ビスの担い手の養成を進めています。  

昨年 10 月のゆい通信でもお伝えしましたが、ゆいの会は認定 NPO 法人の取得を目指

しています。1 年間で 3000 円以上の寄付者が 100 人以上必要です。新年度になり、

新たな寄付をお願いしています。ゆうちょの振込用紙を用意いたしました。ご寄附い

ただく方々に負担がない様、振込手数料が不要な用紙になっております。              

何卒ご協力の程よろしくお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な活動報告

【１月】

１０日 ヘルパー事業所情報交換会

１５日 サポートちた理事会

１８日 知多市在宅医療・介護連携推進

　　　　　　　　　　　協議会

２１日 協力会員　親睦会「魚白」にて　

２９日 第１０回　ケア会議

第１０回　運営委員会

第１５５回　理事会

知多市包括ケアネット会議

３０日 中部中　施設訪問学習受入　９名

【２月】

３日 コミュニティリーダー研修

４日 ファシリテーション研修

７日 協議体委員会

１４日 現場見学ツアー　１０名

１７日 NPO法人会計税務労務研修

２６日 第１１回　ケア会議

第１１回　運営委員会

助け合い、居場所、ｻﾛﾝﾈｯﾄﾜｰｸ

　情報交換会

【３月】

１日 名短大インターンシップ受入２名

１０日 ファシリテーション研修

１２日 介護保険指定事業者講習会

　名古屋国際会議場にて

１９日 サポートちた理事会

２４日 知多市の地域共生社会づくりﾌｫｰﾗﾑ

２６日 第１２回　ケア会議

第１２回　運営委員会

第１５６回　理事会

（平成３０年１月～３月）

 ご寄付ありがとうございました 
大切に使わせていただきます 

大塚菜穂子、加藤 功、當山恵子 

松井幸子、松下南立、柳瀬 伸、 

東海ろうきん、協力会員有志 
 
（敬称略） 

  

 

 

発行 特定非営利活動法人ゆいの会 
〒478-0017 

愛知県知多市新知字西屋敷 22 番地２ 

TEL ０５６２－３２－５９０６ 

   ０５６２－３２－５９３６ 

FAX ０５６２－３２－５９８４ 

URL: http://www.yui.npo-jp.net 

e-mail : yuinokai@aroma.ocn.ne.jp 

ドライバー、調理員急募！ 

お弁当配達や病院の送迎、お弁当の調理 

をしてくださる方を急募しています。 

老若男女問いません。 

（ドライバーは７５歳位まで） 

都合の良い日・時間だけで結構です。 

詳しくは事務局 

までお問合わせ 

ください。 

ひな祭りを前に、ゆいサロンの皆さんと 

ホールに七段飾りのひな人形を飾りました 

会員状況（平成30年2月28日現在）

協力会員 66 人

利用会員 185 人

ふれあい会員 58 人

賛助会員 19 人

合計 328 人

活動実績 12月 1月 2月

たすけあい活動 283 279 246.5 時間

移送 263 219 218 回

配食サービス 445 420 444 食

施設ボランティア 11 22 3 人

ゆいサロン 43 38 45 人

さをり織り 129 81 91 人

陶芸 41 54 52 人

自立支援（パソコン） 10 12 13 人

パッチワーク 12 15 14 人

こどもの創作ひろば 13 12 5 人

介護保険　訪問介護 56 55 56 件

297.00 259.00 276.00 時間

障害福祉サービス 259.80 265.00 300.00 時間

４～６月の毎週木曜日 １０～１２時 サロンおいじゃあで 

いきいき百歳体操実施中！ 
場所 ： ゆいの会 多目的ホール 

参加費 : ￥１００ 誰でも参加できます 

  

mailto:yuinokai@aroma.ocn.ne.jp
http://www.sozai.rdy.jp/shirokuro/05/haru1/sozaitext/05.htm
javascript:_view('https://mmgjapan.encom.jp/pc/mgkazari_kei/view.html?d_goods=kckaa016');


                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘルパー研修会 20１８.2.25 

障がい者お楽しみ会 2018.3.25  

保健センターで栄養士さんの指導の下、調理実習をおこないました。 

男性ヘルパーの参加もあり、熱心に調理に取り組んでいました。 

高齢者は栄養が不足しがちなので、特に タンパク質(肉・魚・大豆など)を 

多く摂るよう心がけると良いそうです 

３月末のマックバリュの黄色いレシートキャンペーンで、６，５００円を寄贈いただきました。

皆様のご協力ありがとうございました。今後もよろしくお願い致します。 

＊キッズ☆パラダイス 

  

平成 30年５月５日（土） 
知多市勤労文化会館にて 

子どもが楽しめる催しがいっぱい！ 

ゆいの会は、さをり織りと陶芸の 

絵付けのブースを出します 

＊絵画個展 

平成 30年５月２４（木）～２６日（土） 

利用会員の山口登さんが長年描きためた 

作品を展示します 

＊第１８回 定時総会 

平成３０年６月６日（水）１０時～ 

ゆいの会にて 

 

 

＊ゆいの会 文化祭    

平成 30年５月１２日（土）１０：００～１４：３０ 

○さをり織り・絵てがみ・パソコン・ 

パステルアートの体験コーナー 

○陶芸などの即売会 

○オカリナ演奏や民踊、安来節・ひょっとこ

踊りの上演 

○産直物産市 

○喫茶・お食事コーナー 

カレーライス・おいしいコーヒーなど 

  最後には お楽しみ抽選会があります 

 

 

 名古屋グランドボールで 

ボーリングを楽しみました 

多くの方からご寄付をいただきありがとうございました。 

引き続き寄付金を募っております。ご協力をお願い致します。 

振込先は以下の通りです。ゆうちょ銀行の場合は同封の振込

用紙をご利用ください。直接事務局でも受け付けています。 

振込み先 支店名 種類 口座番号

知多信用金庫 知多支店 普通 ００４６３８３

三菱東京UFJ銀行 知多支店 普通 １３８６１４６

東海ろうきん 東海支店 普通 ４４９８１８７

ゆうちょ銀行

口　座　名

特定非営利活動法人 ゆいの会　 記号 １２１８０　口座番号 ８０７３４２２１　

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

特定非営利活動法人　ゆいの会

『サロンおいじゃあ』に来ませんか？ 

健康に関する講座やモノ作りの 

講座も開催しています。 

参加費は 100円（材料費が 

要る時あり）でどなたでも 

参加できます。 

開催日は HPの『イベントのお知らせ』内、 

『サロンおいじゃあ』の催しをご覧ください。 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490926322/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QzNTg5LnBuZw--/RS=^ADBA36B92bNipVebl0rKx_T363eLzc-;_ylt=A2RimVFxadxYR1wANh0dOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1491547940/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxMzA4MjMxMzAwLmpwZw--/RS=^ADBCxyhAjADgHR2V1hgKT7lfgBj9t8-;_ylt=A2RiomKk5eVYTXwAtFMdOfx7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490926572/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9henVraWNoaS5uZXQvaW1nL2ZyYW1lMi9mcmFtZTAwMDE3LmpwZw--/RS=^ADB8NWxR1Y3MFY7c_0n2y7.4CK97J4-;_ylt=A2RiouFratxYN30A2UMdOfx7
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474684142/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpZHMud2FucHVnLmNvbS9pbGx1c3QvaWxsdXN0MTc3MS5wbmc-/RS=^ADBK6ydbXojJ5M8CftwASct6H4Bqp8-;_ylt=A2RinFttk.RXIkAAAQsdOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1474684253/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNjcxLnBuZw--/RS=^ADBlt5jfp50L6xhnsTUUlpHX3VMDIc-;_ylt=A2Riol7ck.RXzXQAkS8dOfx7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz

