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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｡

【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３月４日(金)とさせていただきます。

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
 【千種区西部いきいき支援センター】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

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

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

社 協
しゃきょう ① はつらつ　　② 生きがい　　　③ いきいき

☆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. 

「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。

千種区東部いきいき支援センター 千種区西部いきいき支援センター
住所：千種区桜が丘11－１ ソフィアビル１階
電話：７８１－８３４３
FAX：７８１－８３４６

住所：千種区桜が丘11－１ ソフィアビル１階
電話：７８１－８３４３
FAX：７８１－８３４６

善意の小箱善意の小箱
＜平成22年9月1日～平成22年12月28日＞

SPコード

●大橋　一弘 様　●虹の会 様　●匿名 ５件

平成２３年１月から地域包括支援センターの名称が変わりました。
その新しい名称は『○○○○支援センター』です。

　平成23年1月から『地域包括支援センター』の名称が変わり、『いきいき支援センター』となりました。
名称が変わっても､業務内容は変わりません。今後も高齢者の皆さんの様々な相談に応じたり､高齢
者を介護するご家族の支援に努めてまいります｡今後も引き続きよろしくお願いいたします｡

　愛知工業大学名電高校　スポーツコース２年生の15名が平成22年
４月から、ボランティア活動や地域貢献を通じて、多くの人との関わ
り合い、多くの人に支えられていることを体験して学ぶ授業を行って
います｡
千種区社協ボランティアセンターとして、
① ボランティア研修会の開催　
② ボランティア活動先の紹介
③ 認知症サポーター養成講座の開催　等を支援しています。

　愛知工業大学名電高校　スポーツコース２年生の15名が平成22年
４月から、ボランティア活動や地域貢献を通じて、多くの人との関わ
り合い、多くの人に支えられていることを体験して学ぶ授業を行って
います｡
千種区社協ボランティアセンターとして、
① ボランティア研修会の開催　
② ボランティア活動先の紹介
③ 認知症サポーター養成講座の開催　等を支援しています。

いきいき支援センターを
よろしくお願いします !!
いきいき支援センターを
よろしくお願いします !!

～ボランティア体験から地域とつながる～～ボランティア体験から地域とつながる～

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。

参加した学生からは、

とボランティア活動を通じて多くのことを学び、地域とのつなが
りを深めています。

参加した学生からは、

とボランティア活動を通じて多くのことを学び、地域とのつなが
りを深めています。

※昨年８月に、地域包括支援センターの業務内容がわかりやすく、親しみのある名称を名古屋市在住・在勤の
　皆さまに募集し、たくさんの中から決定されました。

▲認知症サポーター養成講座（オレンジリング取得）

▲千種保育園にて相撲部2名が園児と交流

「お年寄りの笑顔を見れて嬉しかった。」

「ボランティアは進んでやるべきものだと思った。」

「やってみると楽しかった。」

「お年寄りの笑顔を見れて嬉しかった。」

「ボランティアは進んでやるべきものだと思った。」

「やってみると楽しかった。」

住所：千種区西崎町２－４－１
電話：７６３－１５３０
FAX：７６３－１５４７

住所：千種区西崎町２－４－１
電話：７６３－１５３０
FAX：７６３－１５４７

第49号　はなみずきのまちだより(１)(８)はなみずきのまちだより　第49号

 

大和・上野・東山・星ヶ丘・自由ヶ丘・富士見台・宮根・
千代田橋学区にお住まいの方の相談窓口はこちら

千種・千石・内山・高見・春岡・田代・見付学区に
お住まいの方の相談窓口はこちら



助成団体の皆さまに街頭募金に
協力していただきました！！
助成団体の皆さまに街頭募金に
協力していただきました！！

共同募金のマスコットキャラクター

「愛ちゃん」と「希望くん」の車いす第2弾が完成しました

退任あいさつ

　昨年度は「愛ちゃん号」と「希望くん号」を製作しましたが、更にPRの場を広めるべく、新たに
２台製作しました。
　今回は、千種区の木であるハナミズキと千種区の花であるアジサイをイラストに取り入れ、より
親しみのあるデザインになっています。
　今後、小・中学校の福祉教育事業や地域のイベント等で、｢愛ちゃん号」｢希望くん号」とともに
「動く看板」として積極的に活用していく予定です。

　　平成22年10月3日(日）区民まつりと11月７日
(日)星ヶ丘三越前の2回、今年度の助成団体の皆さま
に街頭募金に協力していただきました。
　自分たちが助成を受けたお金がどのように集められて
いるのかを実際に街頭に立つことにより、知っていただ
く良い機会になりました。

①遡及期間*の廃止
　４月1日から保険の適用を希望の場合は、必ず3月31日までに加入手続きを行う必要があります｡
　※平成22年度までは、4月20日までに加入された方は4月１日から保険が適用される遡及期間がありました。
②掛金・補償内容について
　掛　　金：｢ボランティア行事用保険　B型」のみ掛金が値上がります。
　　　　　　その他については、平成22年度と変更ありません。
　補償内容：平成22年度と変更ありません。
③保険の受付について
　平成23年２月21日(月)から本会にて受付を開始いたします。

介護保険
事業⑥

　このたび千種区社会福祉協議会の会長を退任いたしました。
　思い起こせば、平成10年12月に千種区社会福祉協議会の会長に就任してか
ら12年もの月日が経ちました。
　その間、様々なことが思い出されますが、福祉を取り巻く環境が大きく
変化する中、幸いにも皆さまのご支援・ご協力をいただきながら無事退任の
日を迎えられましたことに、感謝の気持ちで一杯であり、改めて皆さまに
心よりお礼申しあげ、退任のあいさつとさせていただきます。

就任あいさつ
　このたび千種区社会福祉協議会の会長に就任いたしました。
　千種区の地域福祉のさらなる発展のため、精一杯務めさせていただきます
ので、どうぞよろしくお願い申しあげます。
　社会福祉協議会では、「つながる・ひろがる・かよいあう」をテーマ
に、人と人とのふれあいを大切にした様々な事業をおこなっており、今後
とも職員一同全力で取り組んでいきたいと考えておりますので、皆さまの
ご支援ご協力をよろしくお願い申しあげ、就任のあいさつとさせていただ
きます。

動く看板
「ハナミズキ号」「アジサイ号」完成！！「ハナミズキ号」「アジサイ号」完成！！

上村成良前会長

蛭川洋子会長

「ハナミズキ号」 「アジサイ号」

シリーズ

▲区民まつり（平和公園メタコセイヤ広場）
　における街頭募金の様子

　平成22年11月に、社会保障審議会介護保険部会が平成
24年度からの「介護保険制度の見直しに関する意見」をと
りまとめました。これを受けて今年の通常国会で「介護保険
法の改正」が審議される予定となっています。2000年(平
成12年度)の制度創設時から介護費用が２倍以上となり、そ
の財源をどう確保するか、現在の介護保険料月4,160円(全
国平均)や利用者負担割合をどうするか､といった点など私た
ちの生活に関わることが議論されていきます｡
　皆さんも制度改正の動向にご注目していただければ、
と思います。

新 旧 会 長 あ い さ つ新 旧 会 長 あ い さ つ

災害ボランティアちくさネットワーク／若水おやじの会／名古屋ファミリーウィンド フルール／グリーフケア 命の光／茶屋ヶ坂
（第３）公園愛護会／ディスレクシア協会名古屋／ボランティアグループ 月木会／ママスタート・クラブ 千種支部／NPO法人 
キャラハートケアスクール／NPO法人 草のネット／NPO法人 名古屋コダーイセンター／NPO法人 PCマスターズ

参加していただいた助成団体

ご注意ください！！

＊ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

千種区社会福祉協議会ボランティアセンター
電話：052-763-1536　FAX：052-763-1535

平成23年度 ボランティア保険に関する重要なお知らせ
保険法の改正に伴い、下記のとおり変更になりますので対応をお願いいたします。

「介護保険制度の動向」

第49号　はなみずきのまちだより(７)(２)はなみずきのまちだより　第49号



　平成22年11月に、区内65歳以上のひとり暮らし高齢者の方等で日ごろ
布団を干すことが困難な方を対象に寝具クリーニングサービス事業を行いま
した。
　この事業は、名古屋市民生委員児童委員連盟千種区支部のご協力をいただ
き、193名の方にご利用をいただきました。朝早くに預けた布団などが、
その日の夕方に、清潔でふっくらした状態で戻るサービスは好評でした｡

　区民の皆様との地域交流促進をテーマに、篠
笛・ゴスペル等４組の出演者によって、天候が
悪い中約80名の方の来場がありました。会場で
は、メンバーが手作りをした‶押し花"を来場者
に記念品として配布され、交流とふれあいの場
が出来たとても素敵なコンサートとなりました｡

　親子・高齢者・障がい者のたくさんの方の参加が
あり、日本文化の餅つき、花餅つくり、和太鼓、獅
子舞などに触れることにより、地域での交流が深
まったようです。今回初めて、地域のNPO法人と
協力をしたことにより、イベントがより盛り上がり
ました。また、おやじの会特製のトン汁を食べるこ
ともでき、多くの方で賑わっていました｡

　地域で活躍する NPO・ボランティア団体を紹
介し、年齢や性別を超えた人々が楽しく交流し、
活力ある地域を目指し、コンサート・模擬店・

お楽しみ抽選会等が行われました。今
回は、仲田商店街の秋まつりとの同日
開催であり新たなつながりが生まれて
いました。

　花＊花ふれ愛まつりでも、赤い羽根共同募
金の募金活動を実施していただきました。
　募金額は、8,212円
となりました。
　ご協力ありがとうご
ざいました。

寝具クリーニングサービス事業

　平成22年11月から12月に地域の子育てサロンに
て、ボランティアグループ「花水木鯱城会」のメンバー
がサンタクロースに扮して、子どもたちにプレゼントを
渡すイベントを行いました。
　今年で４年目を迎え、千種区内全15学区に赤い羽根
共同募金の配分金から用意した642個のプレゼントを配
ることができました。
　プレゼントの封入作業には、ボランティア・NPO応
援助成団体の「NPO法人花＊花」の皆さまにご協力を
いただきました。

キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～ 実施報告

　今年度は、ボランティア・NPO応援助成＊においてボランティア８団体・NPO７団体が助成を
受けました。各団体が様々な事業に取り組み千種区内で活発に活動をしています。今回は、ボラン
ティア団体１団体・NPO法人２団体が実施した事業等をご紹介します。

ボランティア・NPO応援助成（22年度助成団体）
助成団体活動報告

　第49号　はなみずきのまちだより(３)(６)はなみずきのまちだより　第49号

赤い羽根共同募金の使いみち

　平成22年11月13日(土)、社協フェスティバルが盛況に行われました。
　当日は、千種区ボランティア連絡協議会をはじめ、多くのボランティアの皆さんにご協力をいた
だき実施しました。赤い羽根バザーは掘り出し物を探す人の活気があふれ、ゲームコーナーやパ
フォーマンスコーナーでは興味津々な子どもたちでいっぱいでした。バザーや模擬店の収益金は、
全て共同募金に寄付させていただきました。ご協力ありがとうございました。

秋だ !まつりだ !わくわく社協フェスティバル

若水おやじの会

～赤い羽根共同募金で集めたお金が千種区内の地域福祉活動に使われています～
皆さま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。

　お寄せいただきました共同募金は、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。

ボランティア・NPO応援助成とは…
＊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に地域福
祉の視点から助成を行うものです。

ボランティア団体① NPO法人草のネットNPO団体①

NPO法人花＊花NPO団体②

事業名：親子餅つき大会
実施日：平成22年12月19日(日）
場　所：乗西寺

事業名：ふれあいコンサートⅤ
実施日：平成22年９月23日(木･祝）
場　所：千種文化小劇場

事業名：花＊花ふれ愛まつり
実施日：平成2２年10月31日(日）
場　所：乗西寺



今回は、計画の実施項目⑤地域福祉活動者の交流とネットワークづくりの推進、
⑪共同募金、賛助会員制度等の周知・拡充推進についてご報告します。

第49号　はなみずきのまちだより(５)(４)はなみずきのまちだより　第49号

第2次地域福祉活動計画
“進捗状況”報告

第2次地域福祉活動計画
“進捗状況”報告

これからも、千種区を誰もが住みやすいまちにするために、　第２次地域福祉活動計画を推進していきます。

募金ができる自動販売機が
　　　上野コミュニティセンターに！
募金ができる自動販売機が
　　　上野コミュニティセンターに！

第2次地域福祉活動計画推進委員の
皆さんと街頭募金活動を実施しました！
第2次地域福祉活動計画推進委員の
皆さんと街頭募金活動を実施しました！

　千種区社協第２次地域福祉活動計画では、共同募金のＰＲや実績増加
を図る活動の一環として、募金機能付自動販売機の設置促進が盛り込ま
れています。
　この計画の検討会議の中で、区内のコミュニティセンターへの自販機
設置が検討され、そのモデル実施として平成22年９月22日(水)、上野
コミュニティセンターへの設置が実現しました。
　この自動販売機は、飲み物を購
入するだけで、その売上金額の
５％が自動的に赤い羽根共同募金
へ寄付されるもので、どなたでも
気軽に募金活動に参加していただ
けます。
　今後は、状況を見ながら、広く
地域への設置促進を検討していき
たいと考えています。

　千種区の福祉を知る機会、区内で活動されている地域福祉活動者やボランティア
団体の方と新しい出会いの場になるかもしれません。
　みなさまのお越しをお待ちしています！

　12月21日(火）午前10時より、覚王山日泰寺参道にて千種区社協第２次地域福祉活動計画推進
委員の皆さんと街頭募金活動を行いました。
　地域福祉を推進する上で必要な財源の安定的な確保のため、第２次活動計画には「共同募金と賛
助会員制度等の周知・拡充」が盛り込まれていますが、今回の街頭募金活動は共同募金の周知・拡
充のための活動として実施しました。
　12月下旬という肌寒い時期の活動でしたが、道行く人のあたたかいご協力により、13,124円
の募金が集まりました。この浄財は、地域福祉推進のために役立てられます。
　推進委員の皆さん、そして共同募金にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました！

千種区の福祉を知ろう千種区の福祉を知ろう
～もしあなた（あなたの大切な人）の目が見えなくなったら～～もしあなた（あなたの大切な人）の目が見えなくなったら～

～つながる・ひろがる・かよいあう～
実施項目⑪　共同募金、賛助会員制度等の周知・拡充推進

日　時：平成23年３月12日(土）午後１時30分～午後３時30分
場　所：千種区社会福祉協議会 研修室（千種区在宅サービスセンター）
内　容：座談会『千種区はどのようなまちか』、情報発信コーナー、音楽での交流
対　象：福祉(視覚障がい)に関心のある方
定　員：80名
申込み：2月28日(月）までに電話またはFAXによる申込み
主　催：社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会
　　　　(企画・運営）第２次地域福祉活動計画推進委員会
後　援：千種区役所
　　　　千種区身体障害者福祉協会
　　　　千種区障害者自立支援協議会
協　力：愛知県立名古屋盲学校
　　　　民生委員児童委員連盟千種区支部
　　　　千種区ボランティア連絡協議会

協　賛：千種区商店街連合会
　　　　司法書士･行政書士 名倉勇一郎事務所
　　　　(株)永井商会

実施項目⑤　地域福祉活動者の交流とネットワークづくりの推進

赤い羽根
共同募金に
ご協力お願い

します!!

ご協力をお願いします！

気軽に募金ができる自販機です！

（敬称略・順不同）



今回は、計画の実施項目⑤地域福祉活動者の交流とネットワークづくりの推進、
⑪共同募金、賛助会員制度等の周知・拡充推進についてご報告します。
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　平成22年11月に、区内65歳以上のひとり暮らし高齢者の方等で日ごろ
布団を干すことが困難な方を対象に寝具クリーニングサービス事業を行いま
した。
　この事業は、名古屋市民生委員児童委員連盟千種区支部のご協力をいただ
き、193名の方にご利用をいただきました。朝早くに預けた布団などが、
その日の夕方に、清潔でふっくらした状態で戻るサービスは好評でした｡

　区民の皆様との地域交流促進をテーマに、篠
笛・ゴスペル等４組の出演者によって、天候が
悪い中約80名の方の来場がありました。会場で
は、メンバーが手作りをした‶押し花"を来場者
に記念品として配布され、交流とふれあいの場
が出来たとても素敵なコンサートとなりました｡

　親子・高齢者・障がい者のたくさんの方の参加が
あり、日本文化の餅つき、花餅つくり、和太鼓、獅
子舞などに触れることにより、地域での交流が深
まったようです。今回初めて、地域のNPO法人と
協力をしたことにより、イベントがより盛り上がり
ました。また、おやじの会特製のトン汁を食べるこ
ともでき、多くの方で賑わっていました｡

　地域で活躍する NPO・ボランティア団体を紹
介し、年齢や性別を超えた人々が楽しく交流し、
活力ある地域を目指し、コンサート・模擬店・

お楽しみ抽選会等が行われました。今
回は、仲田商店街の秋まつりとの同日
開催であり新たなつながりが生まれて
いました。

　花＊花ふれ愛まつりでも、赤い羽根共同募
金の募金活動を実施していただきました。
　募金額は、8,212円
となりました。
　ご協力ありがとうご
ざいました。

寝具クリーニングサービス事業

　平成22年11月から12月に地域の子育てサロンに
て、ボランティアグループ「花水木鯱城会」のメンバー
がサンタクロースに扮して、子どもたちにプレゼントを
渡すイベントを行いました。
　今年で４年目を迎え、千種区内全15学区に赤い羽根
共同募金の配分金から用意した642個のプレゼントを配
ることができました。
　プレゼントの封入作業には、ボランティア・NPO応
援助成団体の「NPO法人花＊花」の皆さまにご協力を
いただきました。

キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～ 実施報告

　今年度は、ボランティア・NPO応援助成＊においてボランティア８団体・NPO７団体が助成を
受けました。各団体が様々な事業に取り組み千種区内で活発に活動をしています。今回は、ボラン
ティア団体１団体・NPO法人２団体が実施した事業等をご紹介します。

ボランティア・NPO応援助成（22年度助成団体）
助成団体活動報告
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赤い羽根共同募金の使いみち

　平成22年11月13日(土)、社協フェスティバルが盛況に行われました。
　当日は、千種区ボランティア連絡協議会をはじめ、多くのボランティアの皆さんにご協力をいた
だき実施しました。赤い羽根バザーは掘り出し物を探す人の活気があふれ、ゲームコーナーやパ
フォーマンスコーナーでは興味津々な子どもたちでいっぱいでした。バザーや模擬店の収益金は、
全て共同募金に寄付させていただきました。ご協力ありがとうございました。

秋だ !まつりだ !わくわく社協フェスティバル

若水おやじの会

～赤い羽根共同募金で集めたお金が千種区内の地域福祉活動に使われています～
皆さま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。

　お寄せいただきました共同募金は、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。

ボランティア・NPO応援助成とは…
＊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に地域福
祉の視点から助成を行うものです。

ボランティア団体① NPO法人草のネットNPO団体①

NPO法人花＊花NPO団体②

事業名：親子餅つき大会
実施日：平成22年12月19日(日）
場　所：乗西寺

事業名：ふれあいコンサートⅤ
実施日：平成22年９月23日(木･祝）
場　所：千種文化小劇場

事業名：花＊花ふれ愛まつり
実施日：平成2２年10月31日(日）
場　所：乗西寺



助成団体の皆さまに街頭募金に
協力していただきました！！
助成団体の皆さまに街頭募金に
協力していただきました！！

共同募金のマスコットキャラクター

「愛ちゃん」と「希望くん」の車いす第2弾が完成しました

退任あいさつ

　昨年度は「愛ちゃん号」と「希望くん号」を製作しましたが、更にPRの場を広めるべく、新たに
２台製作しました。
　今回は、千種区の木であるハナミズキと千種区の花であるアジサイをイラストに取り入れ、より
親しみのあるデザインになっています。
　今後、小・中学校の福祉教育事業や地域のイベント等で、｢愛ちゃん号」｢希望くん号」とともに
「動く看板」として積極的に活用していく予定です。

　　平成22年10月3日(日）区民まつりと11月７日
(日)星ヶ丘三越前の2回、今年度の助成団体の皆さま
に街頭募金に協力していただきました。
　自分たちが助成を受けたお金がどのように集められて
いるのかを実際に街頭に立つことにより、知っていただ
く良い機会になりました。

①遡及期間*の廃止
　４月1日から保険の適用を希望の場合は、必ず3月31日までに加入手続きを行う必要があります｡
　※平成22年度までは、4月20日までに加入された方は4月１日から保険が適用される遡及期間がありました。
②掛金・補償内容について
　掛　　金：｢ボランティア行事用保険　B型」のみ掛金が値上がります。
　　　　　　その他については、平成22年度と変更ありません。
　補償内容：平成22年度と変更ありません。
③保険の受付について
　平成23年２月21日(月)から本会にて受付を開始いたします。

介護保険
事業⑥

　このたび千種区社会福祉協議会の会長を退任いたしました。
　思い起こせば、平成10年12月に千種区社会福祉協議会の会長に就任してか
ら12年もの月日が経ちました。
　その間、様々なことが思い出されますが、福祉を取り巻く環境が大きく
変化する中、幸いにも皆さまのご支援・ご協力をいただきながら無事退任の
日を迎えられましたことに、感謝の気持ちで一杯であり、改めて皆さまに
心よりお礼申しあげ、退任のあいさつとさせていただきます。

就任あいさつ
　このたび千種区社会福祉協議会の会長に就任いたしました。
　千種区の地域福祉のさらなる発展のため、精一杯務めさせていただきます
ので、どうぞよろしくお願い申しあげます。
　社会福祉協議会では、「つながる・ひろがる・かよいあう」をテーマ
に、人と人とのふれあいを大切にした様々な事業をおこなっており、今後
とも職員一同全力で取り組んでいきたいと考えておりますので、皆さまの
ご支援ご協力をよろしくお願い申しあげ、就任のあいさつとさせていただ
きます。

動く看板
「ハナミズキ号」「アジサイ号」完成！！「ハナミズキ号」「アジサイ号」完成！！

上村成良前会長

蛭川洋子会長

「ハナミズキ号」 「アジサイ号」

シリーズ

▲区民まつり（平和公園メタコセイヤ広場）
　における街頭募金の様子

　平成22年11月に、社会保障審議会介護保険部会が平成
24年度からの「介護保険制度の見直しに関する意見」をと
りまとめました。これを受けて今年の通常国会で「介護保険
法の改正」が審議される予定となっています。2000年(平
成12年度)の制度創設時から介護費用が２倍以上となり、そ
の財源をどう確保するか、現在の介護保険料月4,160円(全
国平均)や利用者負担割合をどうするか､といった点など私た
ちの生活に関わることが議論されていきます｡
　皆さんも制度改正の動向にご注目していただければ、
と思います。

新 旧 会 長 あ い さ つ新 旧 会 長 あ い さ つ

災害ボランティアちくさネットワーク／若水おやじの会／名古屋ファミリーウィンド フルール／グリーフケア 命の光／茶屋ヶ坂
（第３）公園愛護会／ディスレクシア協会名古屋／ボランティアグループ 月木会／ママスタート・クラブ 千種支部／NPO法人 
キャラハートケアスクール／NPO法人 草のネット／NPO法人 名古屋コダーイセンター／NPO法人 PCマスターズ

参加していただいた助成団体

ご注意ください！！

＊ご不明な点がございましたら、下記までご連絡をお願いいたします。

千種区社会福祉協議会ボランティアセンター
電話：052-763-1536　FAX：052-763-1535

平成23年度 ボランティア保険に関する重要なお知らせ
保険法の改正に伴い、下記のとおり変更になりますので対応をお願いいたします。

「介護保険制度の動向」
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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｡

【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３月４日(金)とさせていただきます。

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
 【千種区西部いきいき支援センター】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

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

社 協
しゃきょう ① はつらつ　　② 生きがい　　　③ いきいき

☆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. 

「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。

千種区東部いきいき支援センター 千種区西部いきいき支援センター
住所：千種区桜が丘11－１ ソフィアビル１階
電話：７８１－８３４３
FAX：７８１－８３４６

住所：千種区桜が丘11－１ ソフィアビル１階
電話：７８１－８３４３
FAX：７８１－８３４６

善意の小箱善意の小箱
＜平成22年9月1日～平成22年12月28日＞

SPコード

●大橋　一弘 様　●虹の会 様　●匿名 ５件

平成２３年１月から地域包括支援センターの名称が変わりました。
その新しい名称は『○○○○支援センター』です。

　平成23年1月から『地域包括支援センター』の名称が変わり、『いきいき支援センター』となりました。
名称が変わっても､業務内容は変わりません。今後も高齢者の皆さんの様々な相談に応じたり､高齢
者を介護するご家族の支援に努めてまいります｡今後も引き続きよろしくお願いいたします｡

　愛知工業大学名電高校　スポーツコース２年生の15名が平成22年
４月から、ボランティア活動や地域貢献を通じて、多くの人との関わ
り合い、多くの人に支えられていることを体験して学ぶ授業を行って
います｡
千種区社協ボランティアセンターとして、
① ボランティア研修会の開催　
② ボランティア活動先の紹介
③ 認知症サポーター養成講座の開催　等を支援しています。

　愛知工業大学名電高校　スポーツコース２年生の15名が平成22年
４月から、ボランティア活動や地域貢献を通じて、多くの人との関わ
り合い、多くの人に支えられていることを体験して学ぶ授業を行って
います｡
千種区社協ボランティアセンターとして、
① ボランティア研修会の開催　
② ボランティア活動先の紹介
③ 認知症サポーター養成講座の開催　等を支援しています。

いきいき支援センターを
よろしくお願いします !!
いきいき支援センターを
よろしくお願いします !!

～ボランティア体験から地域とつながる～～ボランティア体験から地域とつながる～

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。

参加した学生からは、

とボランティア活動を通じて多くのことを学び、地域とのつなが
りを深めています。

参加した学生からは、

とボランティア活動を通じて多くのことを学び、地域とのつなが
りを深めています。

※昨年８月に、地域包括支援センターの業務内容がわかりやすく、親しみのある名称を名古屋市在住・在勤の
　皆さまに募集し、たくさんの中から決定されました。

▲認知症サポーター養成講座（オレンジリング取得）

▲千種保育園にて相撲部2名が園児と交流

「お年寄りの笑顔を見れて嬉しかった。」

「ボランティアは進んでやるべきものだと思った。」

「やってみると楽しかった。」

「お年寄りの笑顔を見れて嬉しかった。」

「ボランティアは進んでやるべきものだと思った。」

「やってみると楽しかった。」

住所：千種区西崎町２－４－１
電話：７６３－１５３０
FAX：７６３－１５４７

住所：千種区西崎町２－４－１
電話：７６３－１５３０
FAX：７６３－１５４７

第49号　はなみずきのまちだより(１)(８)はなみずきのまちだより　第49号

 

大和・上野・東山・星ヶ丘・自由ヶ丘・富士見台・宮根・
千代田橋学区にお住まいの方の相談窓口はこちら

千種・千石・内山・高見・春岡・田代・見付学区に
お住まいの方の相談窓口はこちら


