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千種区の木：ハナミズキ　　千種区の花：アジサイ

　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10月31日(月)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。また、関 勲様から自費出版の絵本を多数ご寄贈いただきました。

　住民のみなさんが福祉について学び、より身近に感じていただくきっかけづくりとして、千種区内の高齢者
福祉施設等を見学する‶福祉見学ツアー"を開催します。ツアーに参加して、福祉の輪をひろげてみませんか？

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

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

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車いす　　　②コピー機　　　③自動販売機

☆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。

第二次地域福祉活動計画〈実施項目④『福祉を知り学ぶ場づくりの推進』〉

参加者を募集します!! 

なお、書道の部の作品については次のページに掲載していますのでご覧ください。

善意の小箱善意の小箱

＜平成23年6月1日～
　　平成23年9月28日＞

SPコード

●千種区地域女性団体連絡協議会 様

次のうち、赤い羽根共同募金に寄附ができ、千種区社会福祉
協議会にも設置されているものはどれ？

～つながる・ひろがる・かよいあう～

日　　時 ①11／21(月)　②11／22(火) いずれも 午後1：00～4：00
 ※①と②は同一の内容で実施します

場　　所 見学先：都福祉会館、まどか池下またはくらら中電覚王山(区内有料老人ホーム)、
 　　　　千種区在宅サービスセンター　
 ※都福祉会館に集合、千種区在宅サービスセンターで解散になります。各施設間の移動は本会の手配した車になります。

人 数 各 15名（区内在住・在勤・在学の方）
応募方法 お電話にて10／31(月）までに電話でお申込ください。応募者多数の場合は抽選に
 させていただきます。
申込･問合 千種区社会福祉協議会　（電話 7 6 3 - 1 5 3 1）
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見付小学校 ３年生

黒江　理沙

千種台中学校 ３年生

石塚　万純
上野小学校 ６年生

長谷川　友香
名古屋大学教育学部
附属中学校 １年生

吉松　朋希

名古屋大学教育学部
附属中学校 ２年生

衣川　友那

東山小学校 ２年生

武田　茉莉亜

大和小学校
２年生

松野  みかん

上野小学校
１年生

山口　珠璃

高見小学校
５年生

鬼頭　莉子

春岡小学校
１年生

佐藤　佑美

春岡小学校
３年生

佐藤　愛美

東山小学校
４年生

白垣　　楓

見付小学校
５年生

森　　　健

今池中学校
３年生

神崎  ひかる

振甫中学校
２年生

犬飼  あいか

星ヶ丘小学校
６年生

曽我部  麻那

佳作

愛知県共同募金会 佳作

佳作

佳作

佳作
佳作

第６3回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第６3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ポスター・書道を募集した
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。

愛知県共同募金会 佳作

福祉見学ツアー
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～男性シニアと学生の交流会～料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1

寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業

　８月８日(月)、調理専門学校の学生の指導を受けなが
ら、男性シニアが料理にチャレンジする交流会をニチエイ
調理専門学校にて開催しました。
　普段は奥様やご家族に料理を任せっきりの方も、参加者
同士はもちろん専門学校の学生との会話も楽しみながら料
理をされました。参加者の方々からは「大変美味しく手軽
にできる料理で勉強になった」「学生さんと楽しく交流が
できてよかった」等の声がありました。また、参加した学
生からは「普段、関わりの少ない高齢者の方と話したり料
理できたり、とっても貴重な時間になった」との声が聞か
れました。
今回の料理教室の体験を、男性シニアの方々が家庭で料理
をつくるきっかけにしていただきたいと思います。

～共同募金の使いみちの紹介コーナー㉓～

　千種区共同募金委員会では、売上の一部が共同募金に寄付される自動販売機
の設置を推進しています。他の自動販売機と値段も変わらないため、飲み物を
買うだけで、どなたでも気軽に募金活動に参加していただけます。
　なお、千種区在宅サービスセンターでは、７月中旬に災害救援機能(非常時
にはお金を入れなくてもボタンを押すだけで飲み物が出る機能です｡）が付い
た自動販売機に入れ替えました。今後、区内の様々な場所で気軽に募金活動に
ご参加いただけるよう、さらに自動販売機の設置・拡充をしていきたいと考え
ています。この自動販売機の設置にご関心がございましたら、ご説明・設置の
お手伝いをさせていただきますので、是非ご連絡をお願いします！

　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。

赤い羽根共同募金機能・災害救援機能付自動販売機のご紹介
あくまでも、
丸洗い
殺菌です。

※ 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。
※他業者類似サービスにご注意ください！

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？
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。

対　　象　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
 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
 (①～③ともに申込者本人の寝具に限ります｡）

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。　　
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23年10月18日(火）
問合わせ　千種区社会福祉協議会　電話 ７６３－１５３１　FAX ７６３－１５４７

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。赤い羽根共同募金運動

　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、お年寄りや障がいのある方、
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。

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。
募金の
使いみち

展示会場・期間

※これらの作品は６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。

愛知県庁　本庁舎と西庁舎の連絡地下通路……１０月３日（月）～１０月６日（木） 午前９時から午後５時30分まで
 ※土・日は除く
NHK名古屋放送センタービル1階（プラザ）……１０月12日（水）～１０月１6日（日） 午前10時から午後６時まで

春岡小学校 ４年生
沼澤　楓実

城山中学校 ２年生
黒田　佑香

高見小学校 ３年生
石丸　真彩

椙山女学園大学
附属小学校 ５年生
白井　友紀乃

椙山女学園大学
附属小学校 ６年生
  福寄　舞乃

椙山女学園大学
附属中学校 ３年生
  加藤　真央

東星中学校 3年生
青木　由華

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
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選
入 

選

大和小学校
４年生

石原　唯凪

春岡小学校
４年生

横山　珠実

田代小学校
５年生

窪田  万里子

田代小学校
６年生

井上　綾乃

見付小学校
６年生

山本　祐輔

富士見台小学校
５年生

牛山　鈴理

宮根小学校
６年生

大橋　希美

椙山女学園大学附属小学校
３年生

白井　琴望

千種台中学校
２年生

浅井　千尋

若水中学校
１年生

清瀬  モモコ

佳作愛知県共同募金会 佳作愛知県共同募金会 佳作

愛知県共同募金会

名古屋市長賞名古屋市長賞

佳作

佳作 佳作

書道の部書道の部
入
賞
入
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入
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気軽に
　募金♪
気軽に
　募金♪

〈連絡先〉〈連絡先〉千種区共同募金委員会　電話 ７６３－１５３１
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千種区いきい
き支援センター

～認知症を理解し、支援の輪を広げましょう～ 開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半
定　員 20名(原則６回参加できる方が対象)
申　込 東部　１０/27（木）
 西部　１０/19（水）までに下記連絡先まで

開催日 毎月1回
時　間 午後２時から３時半
定　員 3名（先着順）

開催日 毎月1回
時　間 東部 午後１時半から３時半
 西部 午前１０時から午後１時
 (ご希望の方のみ自費でお弁当を用意致します。)

◉認知症家族教室

～みなでお話しませんか？～

◉家族サロン（憩いの場）

～あれ？何だかおかしいなと思ったら～

◉医師（もの忘れ相談医）の専門相談

東部…千種区東部いきいき支援センター
 千種区桜が丘１１－１  電話 781‒8343　FAX 781‒8346
西部…千種区西部いきいき支援センター
 千種区西崎町２－４－１  電話 763‒1530　FAX 763‒1547

認知症高齢者を介護しているご家族向けの教室です。
介護のヒントやリラックス方法を学びましょう。

日頃の介護の悩みや不安を話し合う交流会や
情報交換などを行います。

上記いずれも
開催場所は

認知症高齢者を介護するご家族等を対象に、千種区いきいき支援センターでは４つの事業を実施しています。
　２３年度下半期の日程が以下のように決まりました。皆さんの参加を心待ちにしています。

参加費
無料

認知症の症状や治療についてお困りのことが
ありましたら、お気軽にご相談ください。

開催日 毎月1回
時　間 午後２時から３時半

～忘れても大丈夫 安心して暮らせるまちづくり～

◉認知症に関する普及啓発
認知症の方が住みなれた地域で自分らしく暮らすためには、ご家族だけで
なく地域にお住まいの方々の理解や支えが必要です。いきいき支援セン
ターでは認知症に関する普及啓発のため、「認知症サポーター養成講座」
を実施します。

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/20㊍ 10/24㊊
 11月 11/17㊍ 11/21㊊
 12月 12/15㊍ 12/19㊊
   1月   1/19㊍   1/23㊊
   2月   2/16㊍   2/20㊊
   3月   3/15㊍   3/19㊊

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/18㊋ 10/28㊎
 11月 11/15㊋ 11/25㊎
 12月 12/20㊋ 12/16㊎
   1月   1/17㊋   1/27㊎
   2月   2/21㊋   2/24㊎
   3月   3/13㊋   3/23㊎

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/27㊍ 10/19㊌
 11月 11/24㊍ 11/16㊌
 12月 12/22㊍ 12/21㊌
   1月   1/26㊍   1/25㊌
   2月   2/23㊍   2/15㊌
   3月   3/22㊍   3/21㊌

 第1回 10/28㊎ 10/20㊍ ようこそ家族教室へ　講師：いきいき支援センター職員
 第2回　 11/11㊎ 11/24㊍　認知症について正しく理解しよう　講師：黒川医院院長　黒川　豊 先生
 第3回 12/9㊎ 12/22㊍　介護保険サービスなどについて知ろう　講師：いきいき支援センター職員
 第4回   1/20㊎   1/26㊍　認知症の方へのかかわりについて学ぼう　講師：介護施設等で認知症介護に携わる専門職
 第5回   2/10㊎   2/23㊍　介護体験を聞こう　講師：認知症の人と家族の会
 第6回   3/9㊎   3/15㊍　今後の仲間づくり　講師：いきいき支援センター職員

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症についての
正しい知識を持った、認知症の方やご家族の応援者です。

認知症サポーターとは…

東　部 西　部 内　　　容

認知症高齢者を介護する家族支援事業（23年度下半期）認知症高齢者を介護する家族支援事業（23年度下半期）認知症高齢者を介護する家族支援事業（23年度下半期）

入場無料!!どなたでも参加自由!!

飲食・ゲーム

などは一部

有料です。

秋だ！  まつりだ!!秋だ！  まつりだ!!

千種区民の皆さまへの日頃の感謝を込めまして、楽しいお祭りを開催します。
お友達を誘って、お気軽にお越しください。

千種区民の皆さまへの日頃の感謝を込めまして、楽しいお祭りを開催します。
お友達を誘って、お気軽にお越しください。

千種区社会福祉協議会まつり社協
フェスティバル社協
フェスティバル

わくわ
く

わくわ
く

と 

き

午前8時の時点で、大雨・洪水・暴
風警報のいずれかが愛知県西部

または

尾張東部に発令されている場合は
、翌日13日（日）に順延となります

。

千種区社会福祉協議会
（千種区在宅サービスセンター

）

千種区西崎町2丁目4番地の1

平成23年11月12日土
午前10時～午後2時

と
こ
ろ

お子さまから大人までみんな満足！お子さまから大人までみんな満足！

相談・体験

参加す
る

食べる

遊ぶ
●ゲームコーナー
スーパーボールすくい／
お菓子すくい

カレーライス／焼きそば／
みたらし／フランクフルト／
綿菓子

●東日本
　大震災コーナー ●子ども会

　みこし

●高齢者なんでも
　相談コーナー
　　（いきいき支援センター）

●健康コーナー
全自動骨振動計／
体脂肪計／血圧測定・健康相談

点字体験ができます。

パネル展示／防災啓発
非常食の試食会

●ぬりえ／フェルトコーナー

●手作りコーナー

みんなでぬりえ／フェルト細工に挑戦！

折り紙を使って、風車やコマをつくろう！！

●クイズラリー

●まんぷくコーナー

クイズ
全問正解者には
もれなく景品が
あります。

●赤い羽根バザー

●ボランティアコーナー

ぜひぜひ
のぞいて

みてね！

ぜひぜひ
のぞいて

みてね！掘り出し
物満載！

！
掘り出し

物満載！
！

　第52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52号



第52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52号

赤い羽根共同募金配分金事業

期待される効果として次の３つがあります。期待される効果として次の３つがあります。

　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120万円（ボランティ
ア団体：総額60万円 １団体最高10万円　特定非営利活動法人：総額60万円 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。

　平成23年９月10日(土)・17日(土)２回連
続講座を開催しました。
　１日目は、災害ボランティアちくさネット
ワークの瀧川事務局長に、今後起こりうる地震
の内容や災害が発生し千種区で被害を受けた場
合の対応についてお話をしていただきました。
　また、非常食を試食する体験も実施。市販
されているアルファー米（お湯を入れて食べる
御飯）やお菓子に一工夫してポテトサラダを
作る等体験を行いました。参加者の方からは、｢美味しい!!」との声が多く聞かれました。
　２日目は、東日本大震災におけるボランティア活動について、実際にボランティア活動
を行ったボランティアよりお話を伺いました。

災害ボランティア
ちくさネットワーク

１

２

３

４

５

６

７

８

No. 事業名 助成決定額

90,000

90,000

若水おやじの会

70,000

名古屋ファミリーウィンド
フルール

50,000

60,000

茶屋ケ坂（第３）公園愛護会 60,000

心のコンサート事務局 “心のコンサート”

40,000愛☆チーム実行委員会

100,000

ボランティア講座 開催しました～ !!
【千種区ボランティア連絡協議会との

共催事業】

ボランティア・NPO応援助成ボランティア・NPO応援助成

親子もちつき大会と花もち創り

今池クリーン作戦 今池クリーン作戦

第２回フルール　クリスマスコンサート♪

災害時におけるボランティアセンター運営の
ための学習と区民への啓発活動

茶屋ケ坂(第3)公園及び周辺の清掃･除草などの
美化奉仕活動

千種キッズ＆ベビーの多世代交流クラブ
（千種キッズ＆ベビーのシニア施設と学生団体訪問事業）

愛知の学生大ミーティング

地域福祉活動の活性化地域福祉活動の活性化❶❶ ❷❷ ❸❸ 新しい出会いの場新しい出会いの場
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。

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にもなり得
ます。

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。

共同募金への理解促進共同募金への理解促進

ママスタート・クラブ
千種支部

申請団体

NPO法人　花＊花１

２

No. 事業名 助成決定額

200,000

120,000NPO法人
名古屋コダーイセンター

第６回花＊花ふれ愛まつり
｢みんなあつまれ！わくわく　わいわい」

お母さんと子どもの食育～作って食べること
を通して日本の食文化を子どもに伝える～

申請団体

平成23年度ボランティア・NPO応援助成　助成団体一覧平成23年度ボランティア・NPO応援助成　助成団体一覧（ボランティア団体)

平成23年度ボランティア・ＮＰＯ応援助成　助成団体一覧平成23年度ボランティア・ＮＰＯ応援助成　助成団体一覧（特定非営利活動法人)

　今年度のプレゼンテーションは、７月９日(土)13:00～千種区社会福祉協議会
研修室にて開催しました｡
　第１次審査を通過したボランティア団体８団体とNP0団体２団体が、助成
を受けたい事業について、パネルを使ったり、劇をしたりと創意工夫のされた
プレゼンテーションとなりました。

公開プレゼンテーションの様子

交流会の様子
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千種区いきい
き支援センター

～認知症を理解し、支援の輪を広げましょう～ 開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半
定　員 20名(原則６回参加できる方が対象)
申　込 東部　１０/27（木）
 西部　１０/19（水）までに下記連絡先まで

開催日 毎月1回
時　間 午後２時から３時半
定　員 3名（先着順）

開催日 毎月1回
時　間 東部 午後１時半から３時半
 西部 午前１０時から午後１時
 (ご希望の方のみ自費でお弁当を用意致します。)

◉認知症家族教室

～みなでお話しませんか？～

◉家族サロン（憩いの場）

～あれ？何だかおかしいなと思ったら～

◉医師（もの忘れ相談医）の専門相談

東部…千種区東部いきいき支援センター
 千種区桜が丘１１－１  電話 781‒8343　FAX 781‒8346
西部…千種区西部いきいき支援センター
 千種区西崎町２－４－１  電話 763‒1530　FAX 763‒1547

認知症高齢者を介護しているご家族向けの教室です。
介護のヒントやリラックス方法を学びましょう。

日頃の介護の悩みや不安を話し合う交流会や
情報交換などを行います。

上記いずれも
開催場所は

認知症高齢者を介護するご家族等を対象に、千種区いきいき支援センターでは４つの事業を実施しています。
　２３年度下半期の日程が以下のように決まりました。皆さんの参加を心待ちにしています。

参加費
無料

認知症の症状や治療についてお困りのことが
ありましたら、お気軽にご相談ください。

開催日 毎月1回
時　間 午後２時から３時半

～忘れても大丈夫 安心して暮らせるまちづくり～

◉認知症に関する普及啓発
認知症の方が住みなれた地域で自分らしく暮らすためには、ご家族だけで
なく地域にお住まいの方々の理解や支えが必要です。いきいき支援セン
ターでは認知症に関する普及啓発のため、「認知症サポーター養成講座」
を実施します。

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/20㊍ 10/24㊊
 11月 11/17㊍ 11/21㊊
 12月 12/15㊍ 12/19㊊
   1月   1/19㊍   1/23㊊
   2月   2/16㊍   2/20㊊
   3月   3/15㊍   3/19㊊

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/18㊋ 10/28㊎
 11月 11/15㊋ 11/25㊎
 12月 12/20㊋ 12/16㊎
   1月   1/17㊋   1/27㊎
   2月   2/21㊋   2/24㊎
   3月   3/13㊋   3/23㊎

 開催月 東　部 西　部
 10月 10/27㊍ 10/19㊌
 11月 11/24㊍ 11/16㊌
 12月 12/22㊍ 12/21㊌
   1月   1/26㊍   1/25㊌
   2月   2/23㊍   2/15㊌
   3月   3/22㊍   3/21㊌

 第1回 10/28㊎ 10/20㊍ ようこそ家族教室へ　講師：いきいき支援センター職員
 第2回　 11/11㊎ 11/24㊍　認知症について正しく理解しよう　講師：黒川医院院長　黒川　豊 先生
 第3回 12/9㊎ 12/22㊍　介護保険サービスなどについて知ろう　講師：いきいき支援センター職員
 第4回   1/20㊎   1/26㊍　認知症の方へのかかわりについて学ぼう　講師：介護施設等で認知症介護に携わる専門職
 第5回   2/10㊎   2/23㊍　介護体験を聞こう　講師：認知症の人と家族の会
 第6回   3/9㊎   3/15㊍　今後の仲間づくり　講師：いきいき支援センター職員

「認知症サポーター養成講座」を受講し、認知症についての
正しい知識を持った、認知症の方やご家族の応援者です。
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みたらし／フランクフルト／
綿菓子

●東日本
　大震災コーナー ●子ども会

　みこし

●高齢者なんでも
　相談コーナー
　　（いきいき支援センター）

●健康コーナー
全自動骨振動計／
体脂肪計／血圧測定・健康相談

点字体験ができます。

パネル展示／防災啓発
非常食の試食会

●ぬりえ／フェルトコーナー

●手作りコーナー

みんなでぬりえ／フェルト細工に挑戦！

折り紙を使って、風車やコマをつくろう！！

●クイズラリー

●まんぷくコーナー

クイズ
全問正解者には
もれなく景品が
あります。

●赤い羽根バザー

●ボランティアコーナー

ぜひぜひ
のぞいて

みてね！

ぜひぜひ
のぞいて

みてね！掘り出し
物満載！

！
掘り出し

物満載！
！
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～男性シニアと学生の交流会～料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1料理にチャレンジ２０１1

寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業寝具クリーニングサービス事業

　８月８日(月)、調理専門学校の学生の指導を受けなが
ら、男性シニアが料理にチャレンジする交流会をニチエイ
調理専門学校にて開催しました。
　普段は奥様やご家族に料理を任せっきりの方も、参加者
同士はもちろん専門学校の学生との会話も楽しみながら料
理をされました。参加者の方々からは「大変美味しく手軽
にできる料理で勉強になった」「学生さんと楽しく交流が
できてよかった」等の声がありました。また、参加した学
生からは「普段、関わりの少ない高齢者の方と話したり料
理できたり、とっても貴重な時間になった」との声が聞か
れました。
今回の料理教室の体験を、男性シニアの方々が家庭で料理
をつくるきっかけにしていただきたいと思います。

～共同募金の使いみちの紹介コーナー㉓～

　千種区共同募金委員会では、売上の一部が共同募金に寄付される自動販売機
の設置を推進しています。他の自動販売機と値段も変わらないため、飲み物を
買うだけで、どなたでも気軽に募金活動に参加していただけます。
　なお、千種区在宅サービスセンターでは、７月中旬に災害救援機能(非常時
にはお金を入れなくてもボタンを押すだけで飲み物が出る機能です｡）が付い
た自動販売機に入れ替えました。今後、区内の様々な場所で気軽に募金活動に
ご参加いただけるよう、さらに自動販売機の設置・拡充をしていきたいと考え
ています。この自動販売機の設置にご関心がございましたら、ご説明・設置の
お手伝いをさせていただきますので、是非ご連絡をお願いします！

　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。

赤い羽根共同募金機能・災害救援機能付自動販売機のご紹介
あくまでも、
丸洗い
殺菌です。

※ 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。
※他業者類似サービスにご注意ください！

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？
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。

対　　象　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
 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
 (①～③ともに申込者本人の寝具に限ります｡）

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。　　
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23年10月18日(火）
問合わせ　千種区社会福祉協議会　電話 ７６３－１５３１　FAX ７６３－１５４７

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。赤い羽根共同募金運動

　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、お年寄りや障がいのある方、
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。

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。
募金の
使いみち

展示会場・期間

※これらの作品は６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。

愛知県庁　本庁舎と西庁舎の連絡地下通路……１０月３日（月）～１０月６日（木） 午前９時から午後５時30分まで
 ※土・日は除く
NHK名古屋放送センタービル1階（プラザ）……１０月12日（水）～１０月１6日（日） 午前10時から午後６時まで

春岡小学校 ４年生
沼澤　楓実

城山中学校 ２年生
黒田　佑香

高見小学校 ３年生
石丸　真彩

椙山女学園大学
附属小学校 ５年生
白井　友紀乃

椙山女学園大学
附属小学校 ６年生
  福寄　舞乃

椙山女学園大学
附属中学校 ３年生
  加藤　真央

東星中学校 3年生
青木　由華

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

入 

選
入 

選

大和小学校
４年生

石原　唯凪

春岡小学校
４年生

横山　珠実

田代小学校
５年生

窪田  万里子

田代小学校
６年生

井上　綾乃

見付小学校
６年生

山本　祐輔

富士見台小学校
５年生

牛山　鈴理

宮根小学校
６年生

大橋　希美

椙山女学園大学附属小学校
３年生

白井　琴望

千種台中学校
２年生

浅井　千尋

若水中学校
１年生

清瀬  モモコ

佳作愛知県共同募金会 佳作愛知県共同募金会 佳作

愛知県共同募金会

名古屋市長賞名古屋市長賞

佳作

佳作 佳作

書道の部書道の部
入
賞
入
賞
入
賞

気軽に
　募金♪
気軽に
　募金♪

〈連絡先〉〈連絡先〉千種区共同募金委員会　電話 ７６３－１５３１
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第52号
名古屋市千種区西崎町二丁目４番地の１

ホームページ
http://www.chikusa-shakyo.jp

TEL 052-763-1531 FAX 052-763-1547

文

文

文

地下鉄覚王山 地下鉄本山

田代本町2

田代小

〒

地下鉄東山線

4番出口

城山中

田代公園 見付小

田代郵便局

田代本通3日進通

市バス（田代本通）

4番出口

フーズデキスヱ●

愛知銀行●

N

愛知学院大学
歯学部付属病院

末盛通2●

● NTT

● ガソリン
　スタンド

山
崎
川

地下鉄名城線

千種区の木：ハナミズキ　　千種区の花：アジサイ

　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10月31日(月)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。また、関 勲様から自費出版の絵本を多数ご寄贈いただきました。

　住民のみなさんが福祉について学び、より身近に感じていただくきっかけづくりとして、千種区内の高齢者
福祉施設等を見学する‶福祉見学ツアー"を開催します。ツアーに参加して、福祉の輪をひろげてみませんか？

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

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

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車いす　　　②コピー機　　　③自動販売機

☆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。

第二次地域福祉活動計画〈実施項目④『福祉を知り学ぶ場づくりの推進』〉

参加者を募集します!! 

なお、書道の部の作品については次のページに掲載していますのでご覧ください。

善意の小箱善意の小箱

＜平成23年6月1日～
　　平成23年9月28日＞

SPコード

●千種区地域女性団体連絡協議会 様

次のうち、赤い羽根共同募金に寄附ができ、千種区社会福祉
協議会にも設置されているものはどれ？

～つながる・ひろがる・かよいあう～

日　　時 ①11／21(月)　②11／22(火) いずれも 午後1：00～4：00
 ※①と②は同一の内容で実施します

場　　所 見学先：都福祉会館、まどか池下またはくらら中電覚王山(区内有料老人ホーム)、
 　　　　千種区在宅サービスセンター　
 ※都福祉会館に集合、千種区在宅サービスセンターで解散になります。各施設間の移動は本会の手配した車になります。

人 数 各 15名（区内在住・在勤・在学の方）
応募方法 お電話にて10／31(月）までに電話でお申込ください。応募者多数の場合は抽選に
 させていただきます。
申込･問合 千種区社会福祉協議会　（電話 7 6 3 - 1 5 3 1）

富士見台小学校 ４年生

小島　芽依

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

ポスター
の部

ポスター
の部

入
選
入
選
入
選

見付小学校 ３年生

黒江　理沙

千種台中学校 ３年生

石塚　万純
上野小学校 ６年生

長谷川　友香
名古屋大学教育学部
附属中学校 １年生

吉松　朋希

名古屋大学教育学部
附属中学校 ２年生

衣川　友那

東山小学校 ２年生

武田　茉莉亜

大和小学校
２年生

松野  みかん

上野小学校
１年生

山口　珠璃

高見小学校
５年生

鬼頭　莉子

春岡小学校
１年生

佐藤　佑美

春岡小学校
３年生

佐藤　愛美

東山小学校
４年生

白垣　　楓

見付小学校
５年生

森　　　健

今池中学校
３年生

神崎  ひかる

振甫中学校
２年生

犬飼  あいか

星ヶ丘小学校
６年生

曽我部  麻那

佳作

愛知県共同募金会 佳作

佳作

佳作

佳作
佳作

第６3回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第６3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ポスター・書道を募集した
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。

愛知県共同募金会 佳作

福祉見学ツアー

入
賞
入
賞
入
賞
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