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　各ページにSPコードを載せました。SPコードとは、このコードの中に文字情報を記録することができ、専用の
読取機で読み取ると本紙の内容を「音声で聞く」ことができます。これにより、高齢者や目の不自由な方にもこの
広報紙の情報をご提供できるようになります。(携帯電話で読み取るQRコードではありません｡）
　SPコードをご利用した方がいらっしゃいましたら、千種区社会福祉協議会(TEL.763-1531)までご連絡ください｡

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

SPコード

　ボランティア・ＮＰＯ応援助成は、今年度で４年目を迎えました。
　１０団体から申請があり、６月４日(木）に第一次審査を行った結果、
１０団体すべてが第二次審査へ進みました。６月２７日(土）１３時００分から千種区社会福祉協議会
の研修室にて、第二次審査の公開プレゼンテーションが行われ、それぞれの団体の工夫を凝らした
発表が行われました。
　第三次審査中には、申請団体同士の交流会を開催し、お互いの活動について熱く語り合ったりと、
新しい出会いの場にもなり、すべての参加者にとってとても有意義な時間になったようでした。
（詳細は、２ページをご覧下さい。）

千種区社会福祉協議会で

申請団体同士の交流会

第44号　はなみずきのまちだより(１)



　この助成事業は、地域の皆様からご協力
いただいている赤い羽根共同募金の一部を
財源として、千種区内で活動する非営利の
団体(ボランティア団体・特定非営利活動
法人)が、地域福祉推進の視点から「誰も
が安心して生活できる福祉のまちづくり」
を目指す事業に対して、総額１００万円
（ボランティア団体：総額５０万円 １団
体最高１０万円　特定非営利活動法人：総
額５０万円 １団体最高２０万円）の助成
を行うものです。申請団体を公募し、書類
選考、公開プレゼンテーション、助成額の
査定の３段階の審査を行って、助成団体・
金額を決定します。

今年度も、男性シニアと学生が交流をし、料理を作りながら仲間づくり
を行う交流会を８月３日(月）にニチエイ調理専門学校にて開催しまし
た。普段料理をまったくされない方も、学生と一緒に楽しく料理をされ
ていました。参加した学生からも､「普段はシニア世代の方と一緒に料理

を作る機会がないので、すごく良い経験になった」との声が
聞かれました｡
　料理を通じての交流ですが、ここから多くの参加者同士が
『つながり・ひろがり・かよいあって』地域で活躍されるこ
とを期待しています。

ボランティア・
ＮＰＯ応援助成

料理にチャレンジ２００９　～男性シニアと学生の交流会～

▼今年度の助成決定団体▼

助成額 70,000円
事業名 オカリナ合奏による
　　　 各種施設への慰問

　申請団体に公開プレゼンテーションを行って
もらい審査することを通して、お互いの活動を
知り合い、相互につながる「新しい出会いの場」
となります。

　住民自らが率先して展開する活動に、共同募
金配分金が活用されることにより、共同募金へ
の理解促進につながり、また、共同募金活動へ
の新たな協力団体としても期待できます。

　自主的なボランティアグループ等による
小地域での活動や、ＮＰＯの先駆的な活動など
多様な活動が展開される中、それらの活動に
対して財政面から支援することにより、今ま
で以上の地域福祉活動の活性化を図ることが
期待されます。

期待される効果として
次の３つがあります。

ボランティア団体

特定非営利活動法人（NPO法人）

こじょうオカリナクラブ

助成額 100,000円
事業名 子育て支援、親子コンサート
　　　 及び老人施設や地域への演奏慰問

名古屋ファミリーウィンド　フルール

助成額 55,000円
事業名 親子もちつき大会と花もちづくり

助成額 36,000円
事業名 視覚障がい者ボランティア 青空

助成額 100,000円
事業名 NPO法人草のネット
　　　 ふれあいコンサートⅣ

助成額 54,000円
事業名 いまパソプラザ上野
　　　 （パソコン相談事業）

若水おやじの会 視覚障がい者ガイドボランティア「青空」

助成額 80,000円
事業名 新池子どもクラブ
　　　 わいわいキャンプ

助成額 80,000円
事業名 「マイハウス・こどもまつり」を
　　　 やってみよう！

新池子どもクラブ

NPO法人 草のネット NPO法人 PCマスターズ

助成額 135,000円
事業名 観て遊んで楽しむ
　　　 ～わらべうたと日本の伝統文化～

NPO法人 名古屋コダーイセンター

助成額 150,000円
事業名 第4回 花＊花ふれ愛まつり
　　　 「みんなあつまれ！わくわく わいわい」

チャンス

NPO法人 花＊花

①地域福祉活動の活性化

②共同募金への理解促進

③新しい出会いの場
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　千種区高見にある「ＬＡ　ＢＥＴＴＯＬＡ　ｄａ　Ｏｃｈｉａｉ　ＮＡＧＯＹＡ（ラ・ベットラ・
ダ・オチアイ ナゴヤ)」より、地域の方を招待して交流をしたいとのお話をいただきました｡
　千種区内には多くの団体がありますが、今回は、知的障がいのお子様とそのご家族をご招待
したいとの希望があり､「千種区手をつなぐ育成会」のお子様とご家族をご紹介させていただ
きました。
　ご紹介後、千種区手をつなぐ育成会さんとお店の方々と一緒に打合せを行い、お店側にはど
のように対応していただくのか等ご相談をしました。普段お店では、障がいのある方がご来店
されることはあるとのことですが、一度に多くの方に対応するのは初めてとのお話でした。そ
こで、千種区手をつなぐ育成会の山口会長から、障がいのある方への対応をまとめたガイド
ブックをいただき、お店の方々には対応を学んでいただいて当日を迎えました。
　８月３日(月)１２時より、お店の定休日を利用して、お子様とそのご家族を５０名ご招待し
て、とても素敵な昼食会が行われました。当日はお店のオーナーである落合務さんも参加さ
れ、食についてのお話もしていただきました。
　今後地域で、『つながり・ひろがり・かよいあって』いくようになるといいですね。

～オレンジリングが目印です～

あなたのお家の
お近くで･･･

出前講座もいたしますので、お気軽に
千種区西部地域包括支援センターへ
お問合せください（TEL 763-1530）

認知症
サポーターの目印
認知症
サポーターの目印

企業の社会貢献

ＬＡ  ＢＥＴＴＯＬＡ  ｄａ  Ｏｃｈｉａｉ  ＮＡＧＯＹＡ
（ ラ・    ベットラ     ・ダ・　  オチアイ　　　 ナゴヤ   ）

　認知症の基本的なことを理解し、認知症の人とそのご家族を地域で

暖かく見守る応援者を養成するために開かれる講座です。

　この講座を受講し『認知症サポーター（オレンジリングをお渡し

します）』になって、認知症になっても誰もが安心して住み続けられ

るまちづくりのために活動してみませんか？
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上野小学校 2年生
大笹　麗奈

(４)はなみずきのまちだより　第44号

赤い羽根共同募金運動が始まりました。赤い羽根共同募金運動が始まりました。赤い羽根共同募金運動が始まりました。
　皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉団体に配分され、
お年寄りや障害のある方、子どもたちの福祉のために役立てられます。
区民の皆様のご協力を心からお願い致します。

第６1回  赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果
　今年度も、区内小中学校の生徒の皆さんから共同募金運動を啓発する書道・ポスターを募集したところ、
多くの作品をいただきました。多数のご応募ありがとうございました。

展示会場・期間

※これらの作品は８ページの「社協フェスティバル」の会場でご覧いただけます。なお入賞作品は
　愛知県共同募金会へ作品を提出するため複写での展示になります。
※愛知県共同募金会特賞・審査員特別賞・金賞・銀賞の作品は以下の会場でも展示されます。

見付小学校 6年生
黒田　佑香

東山小学校 3年生
榊原　佑佳

愛知県共同募金会

愛知県共同募金会

愛知県共同募金会

愛知県共同募金会

愛知県共同募金会

愛知県共同募金会 愛知県共同募金会 愛知県共同募金会 愛知県共同募金会

愛知県共同募金会 愛知県共同募金会 愛知県共同募金会 愛知県共同募金会

椙山女学園中学校 1年生
天草　楓

自由ヶ丘小学校 5年生
服部　美樹

椙山女学園大学附属小学校 4年生
福寄　舞乃

千種中学校 3年生
浅野　由来音

名古屋大学教育学部附属中学校 2年生
稲垣　あやか

今年も１０月１日から１２月３１日まで、全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行われます。

NHK名古屋放送センタービル2階（プラザ）……１０月１日（木）～１０月 ７ 日（水） 午前10時から午後6時まで
 ※10月4日（土）・5日（日）は除く
愛知県庁　本庁舎と西庁舎の連絡地下通路……１０月９日（金）～１０月１５日（木） 午前9時から午後5時30分まで
 ※土・日・祝は除く
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賞
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賞
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募金の
使いみち

内山小学校
6年生

可児 みなみ

高見小学校
5年生

岩切　茜

田代小学校
4年生

長尾　真衣

富士見台小学校
4年生

大原　歩

富士見台小学校
5年生

白石 かおり

千代田橋小学校
6年生

新沼　祥和

椙山女学園大学附属小学校
3年生

白井 友紀乃

若水中学校
3年生

牧野　汐保

東星中学校
1年生

小出　芙三

千種台中学校
2年生

伊藤　奈月

千石小学校 3年生
加藤　美玲

千種台中学校 3年生
久保　瞳美

富士見台小学校 3年生
藤岡　佑海

千代田橋小学校 5年生
平林　茉莉亜

振甫中学校 2年生
柴田　友理子千種台中学校 3年生

石塚　千夏

上野小学校
4年生

長谷川 友香

上野小学校
5年生

広瀬　由奈

星ヶ丘小学校
3年生

有田　彩楓

星ヶ丘小学校
5年生

三浦　陸

富士見台小学校
6年生

村田　笑

振甫中学校
2年生

森田　絢美

千種台中学校
1年生

石塚　万純

名古屋大学教育学部附属中学校
2年生

谷口　菜摘

名古屋大学教育学部附属中学校
3年生

長坂　真衣

名古屋大学教育学部附属中学校
1年生

亀井　りせ

佳作
特賞特賞

銀賞銀賞愛知県共同募金会

佳作

佳作

佳作

佳作 佳作 佳作 佳作

佳作 佳作 佳作 佳作
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認知症高齢者を介護する家族支援事業
地域包括支援センター

全６回コース
１０／８、１０／２２、１１／５、１１／１９、
１２／３、１２／１７
すべて木曜日　１３：３０～１５：３０

①「ようこそ家族教室へ」

②「認知症について正しく理解しよう」

③「介護保険サービスなどについて知ろう」

④「認知症の方へのかかわりについて学ぼう」

⑤「介護体験を聞こう」

⑥「介護の仲間づくり」

① 家族教室

ちょっと息ぬき！
仲間を増やしましょう

千種区東部地域

申込先及び会場

千種区東部地域包括支援センター　
（桜ヶ丘11－1）
TEL 781‒ 8343  FAX 781‒ 8346

全６回コース
１０／２８、１１／２５、１２／１６、１／２７、
２／２４、３／２４
すべて水曜日　１３：３０～１５：３０

10月26日（月）までにお電話で。
それ以降はご相談ください。

認知症の高齢者を介護する家族の方を対象に、家族教室・家族サロン・
医師による専門相談事業のご案内です。介護の方法にお悩みの方や
リラックスしたい方、ぜひご参加ください。

講義は、
1時間半程で、
後半は交流会と
なっております。

※ご都合のよい
センタ－にどうぞ

物忘れのこと、
専門医に相談
してみましょう

20名

10月6日（火）までにお電話で。
それ以降はご相談ください。

１０／１９、１１／１６、１２／２１、
１／１８、２／１５、３／１５
毎月１回月曜日　10：00～13：00

20名

随時お電話でお申込ください。

１０／１６、１１／２０、１２／１８、
１／１６、２／１９、３／１９
毎月第３金曜日　14：00～15：30

20名

月1回
毎月１回第３火曜日　14：00～15：30

同左

月1回
毎月１回第３火曜日
（＊家族サロンと同じ日時です）

20名

申込先及び会場

千種区西部地域包括支援センター
（千種区社会福祉協議会・西崎町2－4－1）
TEL 763 ‒1530  FAX 763 ‒1547

千種区西部地域 

日程

内容

定員

申込

日程

定員

申込

定員

申込

日程

千種・千石・内山・高見・春岡・田代・
見付の7小学校区にお住まいの方

大和・上野・東山・星ヶ丘・自由ヶ丘・富士見台・
宮根・千代田橋の8小学校区にお住まいの方

随時お電話でお申込ください。
定員になり次第締切。

予約制　1回3名まで

同左

予約制　1回3名まで

認知症を理解し、
支援の輪を
広げましょう

② 家族サロン

③ 医師による
 　個別専門相談

認知症高齢者を介護する家族支援事業認知症高齢者を介護する家族支援事業

事　業　名

平成21年度 下半期版

お待ちして
おります。

介護者同士の出会いです。

認知症基本の「き」です。

知っておくと気持ちにゆとりが。

少し視点をかえてみましょう。

経験者ならではのお話！！

力強い仲間が支えに！



皆様からご協力いただいた共同募金は、地域の福祉活動の様々な場面で役立てられています。
ここでは、共同募金の使いみちをご紹介します。

　千種区手をつなぐ育成会は、知的障害児者の方に向けた事
業を年間通して数多く行っています。そしてそのような事業
では、ボランティアとして同朋大学心身障害者福祉研究会の
学生さんが活躍しています。手をつなぐ育成会では、学生さ
んが少しでもボランティア活動に取り組みやすくなるよう、
赤い羽根共同募金を財源とし、ボランティア活動にかかる経費
を助成しています。こうしたボランティア活動を通して、学生
さんは、知的障害児者の皆さんにとって良きお兄さん、お姉
さんであり、欠くことのできない友人となっています。また、
ボランティアをする学生さんにとっても、実際にふれあい、表
情やわずかなしぐさから、障害を持つ方がどのような気持ち
でいるのかという事を考える大切さを学び、将来福祉の道を
歩んでいくうえでとても意味のある体験となっています｡

　共同募金は地域福祉の向上のために、地域の福祉
活動を支える人材の育成にも役立てられています。

千種区手をつなぐ育成会「ボランティア育成事業」

　共同募金ＰＲのために、共同募金マスコットキャラクター「愛ちゃん」と「希望くん」の
車いすを製作しました。
　今後、社会福祉協議会と区内のボランティア団体が協同して行う福祉教育事
業で活用し、子ども達に共同募金がこのようなことにも使われ、役立っている
ということ知ってもらいたいと思います。
　また、地域で行われる各種イベントなどへの貸出も行います。広く地域の皆
様へ共同募金のＰＲを行っていきたいと考えています。

～共同募金の使いみちの紹介コーナー⑰～

　お寄せいただいた共同募金は、愛知県共同募金会でまとめら
れ、約８割が千種区の地域福祉の向上に、約２割が県内の社会
福祉施設の整備や団体の事業に役立てられています。

「愛ちゃん号」「希望くん号」

「愛ちゃん号」 「希望くん号」

(６)はなみずきのまちだより　第44号



認知症連携の会 シンポジウムが開催されます認知症連携の会 シンポジウムが開催されます

第２次地域福祉活動計画
～計画の実現に向けて話し合いを進めています～

日　　時　11月８日（日）午後１時３０分～午後４時（開場／午後１時）
場　　所　千種区役所　講堂
内　　容　『認知症の方の家族を支える〈ゆれ動く家族の気持ちや対応にどうこたえるか〉』
　　　　　個別相談／弁護士、医師、介護・福祉関係者が相談に応じます。
受　　付　当日会場にて受付（先着順）

対象寝具 掛布団・敷布団・毛布の３種類で合計３枚まで（布団は２枚まで）
 1.布団をお預りする数日前に業者より、日程のお知らせ等連絡があります。
 2.シミ取りではないため、シミはとれないこともあります。あくまでも、丸洗い殺菌です。

利 用 料 １,０００円(納品時に直接委託業者にお支払いただきます｡)
 ※羊毛・羽毛布団は追加料金が必要です。
 ※業者は必ず身分証明書を提示します。
 ※生活保護世帯や毛布1枚だけの場合は無料です。

定　　員 ２５０人（申し込み多数の場合は抽選）

申込方法 お住まいの地区の担当民生・児童委員さんを通じて申込用紙を提出してください。
 締切：平成21年10月19日(月)
問合わせ 千種区社会福祉協議会　電話 ７６３－１５３１   FAX ７６３－１５４７

他業者類似サービスにご注意ください！

※この事業は、区民の皆さまからいただきました、赤い羽根共同募金を財源として実施します。

①ひとり暮らしの方 ②高齢者のみの世帯の方 ③寝たきりの方

千種区内在住の６５歳以上かつ布団干しが困難な次のいずれかに該当する方
対象

委託業者がクリーニングをおこないます。布団の販売等は一切いたしません。

日ごろ、布団干しがなかなか出来ない方、クリーニングで布団をふかふかにしませんか？

（①～③ともに申込者本人の寝具に限ります。）

寝具クリーニングサービス事業

　６月に公表しました「名古屋市千種区社会福祉協議会第２次地域福祉活動計画」ですが、本冊子
と概要版を作成し、区役所やコミュニティセンター等の関係公所に配架しています（本会ホーム
ページでもご覧いただけるようになっております）。
概要版は、本会に点訳版もございますので、必要な場
合はお申し出ください。
　現在、住みやすいまちづくりという計画の実現を
目指し推進委員会を立ち上げ、話し合いを進めてお
ります。進捗状況については、これからも紙面上でお
伝えしていきます。

予約不要・参加費無料です。ぜひ、ご参加ください。
車でのご来場はご遠慮ください。

▲本冊子 ▲概要版

第44号　はなみずきのまちだより(７)
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【応募方法】ハガキにクイズの答えと広報紙「はなみずきのまちだより」の感想を
お書きください。住所・氏名・電話番号・年齢を明記のうえ千種区社会福祉協議
会「社協クイズ」係まで。締切は10月３０日(金)とさせていただきます。

　皆さまからいただいた寄付金等は千種区の地域福祉の推進に活用させていただきます。
ありがとうございました。

社会福祉法人
名古屋市千種区社会福祉協議会
（千種区在宅サービスセンター内）

〒464-0825／名古屋市千種区西崎町二丁目４番地の１
●お問い合わせ先
電話 【代表】052-763-1531
 【ボランティアセンター】052-763-1536
 【千種区西部地域包括支援センター】052-763-1530
FAX 052-763-1547
ホームページ      　 http://www.chikusa-shakyo.jp

●公共交通機関のご案内 市バス 金山11号系統（金山-池下) •••••••••••••••••••• 田代本通 下車徒歩5分
 栄16号系統（栄-名古屋大学) •••••••••••••••••• 田代本通 下車徒歩5分
 名駅17号系統（名古屋駅-名古屋大学) •••••••••• 田代本通 下車徒歩5分
 千種巡回系統（地下鉄自由ヶ丘-地下鉄自由ヶ丘) •• 田代本通 下車徒歩5分

地下鉄 東山線「覚王山」4番出口  または  東山線・名城線「本山」4番出口 下車徒歩10分

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

駐車場がございませんので、
公共交通機関をご利用ください。

千種区
社会福祉
協議会

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

社 協
しゃきょう ①勇気　　②希望　　③正義

☆正解者の中から抽選で１０名に記念品をプレゼントします。

Ｑ. 赤い羽根共同募金を財源にして本会で作成した車椅子は、“愛ちゃん号”と
　　“○○くん号”です。“○○くん”は何でしょうか。

「千種区の福祉に役立ててください」と善意の寄付をいただきました。

善意の小箱善意の小箱

＜平成21年6月１日～平成21年8月31日＞

●千種区地域女性団体連絡協議会 様　●匿名 １件 様　●稲葉　勝子 様
●永井　里司 様　●永井　浩子 様　●西田　佳子 様　
●名古屋ヤクルト販売㈱ 様　

地域のみなさまへの日ごろの感謝を込めて、社協フェスティバルを開催します！
模擬店・バザー・パフォーマンスなど、楽しめる内容が盛りだくさんです！！
ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしています！！！

日 時  11月14日(土）午前10時～午後３時
場 所  千種区社会福祉協議会(千種区在宅サービスセンター）

どなたでも参加自由!!

入場無料!!

秋だ
！まつ

りだ！わくわく社協フェスティバル秋だ
！まつ

りだ！わくわく社協フェスティバル

(８)はなみずきのまちだより　第44号


