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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２月29日(水)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 ハナミズキ　　② あじさい　　③ ひまわり

☆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。

善意の小箱善意の小箱

＜平成23年9月14日～
　　　平成24年1月23日＞

SPコード

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●虹の会 様
●名古屋市都福祉会館登録協力員の会　秋桜 様
●匿名２件

千種区社会福祉協議会の福祉情報コーナーが設置されているのは、区役所

の中にある「○○○○ひろば」です。○に当てはまるのは次のうちどれ？

　今回で第８回を迎えた「名古屋市老人福祉施設作品展」に、本会が運営するデイサービスセン
ター（千種区在宅サービスセンター）が作品を出展し、特別賞をいただきました。昨年は、３月
に東日本大震災という大災害が起こったことで､“がんばろう日本”という言葉を掲げ、被災地
復興に向けた願いを込めて、デイサービスセンターのお客様皆様
で作品を作り上げました。受賞することが作品展に参加する第一
目標ではありませんが、製作を通じてお客様・職員が一丸とな
り、こつこつと作り上げた結果が評価されたことで、記憶に残る
良い思い出となりました。お客様皆様に感謝しております。
　なお、作品については、本会２階に展示しております。お立ち
寄りの際には、皆様もぜひ一度ご覧ください。

　都福祉会館の回想法センターにおいて喫茶を行う
「名古屋市都福祉会館登録協力員の会 秋桜(こすもす)
様」からいただきました寄付金を使い、以前より、施設
をご利用のママさんより「オムツを替える場所が欲し
い」との声をいただいていたので、子育て中のママさん
に利用していただけるように、千種区在宅サービスセン
ター（千種区社会福祉協議会）にベビーベッドを設置し
ました。

特別賞特別賞 を 受賞しました！！を 受賞しました！！
名古屋市
老人福祉施設
作品展で

名古屋市
老人福祉施設
作品展で

ベビーベッドを設置しましたベビーベッドを設置しました寄付の
 使いみち
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 愛知工業大学名電高校の学生のみなさんに、施設
等でボランティアをおこなうためにボランティア体
験やさまざまなボランティアについての研修を開催
しました。その一環として、認知症の理解を深めて
もらうために、認知症サポーター養成講座を受講し
ていただきました。
　地域で若い学生さんが、認知症のご本人・ご家族
を支える姿を見ることができる機会が増えていくこ
とを期待しています。

　認知症の基本的な知識や介護方法等を学び、誰もが暮らしやすい地域をつくっていく
ための講座を毎月定期的に開催しています。定期開催以外にも、ご希望があれば出前講
座もいたしますので、お気軽にお問合せください。養成講座を受講していただいた認知
証サポーターには「目印」として、オレンジリング（ブレスレット）をお渡しします。

愛知工業大学名電高校の学生の
みなさんに

認知症サポーター養成講座を開
催しました

参加方法について
事前申込なしの当日参加も受付いたしますが、混雑が予想されるため、事前申込をお勧め
します。会場の都合により、入場制限を行う場合がありますことをご了解ください。

主催：千種区障害者地域自立支援協議会　映画上映実行委員会
共催：千種区役所、千種区社会福祉協議会、千種区障害者地域生活支援センター
　　　千種・名東障害者地域生活支援センター

電話・FAX：０５２－７１１－２５０８　千種区障害者地域生活支援センター または
電話・FAX：０５２－７３９－７５２４　千種・名東障害者地域生活支援センター
　　　　　　※本会ホームページから申込用紙（FAX申込用）を印刷できます。
　　　　　　　http://www.chikusa-shakyo.jp

日  　　時 平成24年２月12日(日）
 午後１：３０開始（午後1：00から受付開始）
会　 　 場 千種区役所　講堂　定員100名
 千種区覚王山通８－37　地下鉄東山線　池下駅下車
プログラム 13：00　受付開始　授産製品販売
 13：30　開会あいさつ
 　　　　　精神障害について【名古屋市精神保健福祉センターここらぼ】
 13：50　｢人生ここにあり！」映画上映
 15：50　閉会あいさつ　　授産製品販売

※
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無料映画上映会無料映画上映会

障がいのある方に関わる人や組織のネットワークです。さまざまな立場・役割の人たちとつながり、
障がいがあっても地域での生活が続けていけるように支援する活動をしています。

申込
・

問合先

★認知症サポーター養成講座とは････★認知症サポーター養成講座とは････

●詳しいことについては

千種区西部いきいき支援センター　電話 ７６３－１５３０ まで ご連絡ください

パワー

若い力で地域を
　　　ささえていきます
若い力で地域を
　　　ささえていきます

障がい者理解を
深める映画障がい者理解を
深める映画

・司会進行や会場案内に
　ついて、手話通訳が
　あります。
・託児はありません。

障害者地域自立支援協議会とは…障害者地域自立支援協議会とは…

　小・中規模災害が発生した場合には、災害ボランティアセンターの立ち上げがされず、
ボランティアが集まらない可能性があります。

　しかし、一部の地域等では、ボランティアの手が必要となります。その場
合、千種区社会福祉協議会ボランティアセンターに待機し、ニーズ（依頼）
が入った場合には現地で活動をするボランティアを募集します。まずは、登
録をしていただき、小・中規模災害が発生した場合に電話やメールにて連絡
をします。都合があえばボランティアとしての活動が開始となります。

待機ボランティアに してみませんか？登録
小・中規模災害時に活躍する

申込・お問い合わせは、下記までお願いします。

千種区社会福祉協議会ボランティアセンター
電話 ７６３-１５３６　FAX ７６３-１５４７
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高齢者はつらつ長寿推進事業

【参加期間】６か月（前期：４月～９月、後期：１０月～３月）
【費　　用】無料（材料費は実費）
【定　　員】１会場２０名程度　＊定員超過の場合は抽選
【会　　場】区内８カ所

【期間】平成24年４月～平成25年３月の第３火曜日
【時間】午前10：00～午前11：30
【場所】千種区社会福祉協議会
【対象】千種区在住の65歳以上の方
【定員】20名　＊定員超過の場合は抽選
【費用】無料（保険代として360円）
　　　　２月29日(水)までにお申し込みください。
【問合・申込】千種区社会福祉協議会（電話７６３－１５３１）

【参加申込期間】２月１日(水)～２月29日(水）平成24年4月～9月の募集をします。
【問合・申込】千種区社会福祉協議会（電話７６３－１５３１）

市内在住の６５歳以上の方を対象に、週に１回、
レクリエーションや体操などを通して健康維持や
仲間づくりを行うことを目的とした介護予防の
事業です。

いきいき体操　
体力づくり・仲間づくりを目的とした体操教室です。

　平成２３年11月12日、社協フェスティバルを開催しました。
　このフェスティバルは、お子さまから大人の方までみなさまに楽しんでいただけるように、
日頃の感謝を込めて開催しています。
　毎年ご好評をいただいております「赤い羽根バザー」においては、多くの皆さまに品物のご
提供をいただきました。また、今年からは名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業のボランティ
アさんが担当する「手作りコーナー」を実施し、折り紙でのコマ作り等、誰もが気軽に参加で
きる楽しいコーナーができました。
　バザーや模擬店等における収益は、すべて赤い羽根共同募金に
寄付させていただきました。
みなさまのご協力ありがとうございました。

火曜日
　 午前　 千種区社会福祉協議会（西崎町２－４－１）

　 午後　 市営新汁谷荘集会所（汁谷町１９）

水曜日
　 午前　 星ヶ丘コミュニティセンター（星ヶ丘１－３）

　 午後　 市営金児荘集会所（徳川山町５－２）

木曜日
　 午前　 県営清明山住宅集会所（清明山一丁目６）

　 午後　 乗西寺ホール（仲田二丁目６－１３）

金曜日
　 午前　 市営霞ヶ丘荘中央集会所（霞ヶ丘２－４）

　 午後　 春岡コミュニティセンター（春岡二丁目５－４４）

午前＝10：00～12：00　　午後＝1：00～３：00

＊この事業は
　名古屋市からの
　委託事業です。

▲折り紙で作った椿

秋だ！  まつりだ!!秋だ！  まつりだ!!

～赤い羽根共同募金
　　財源事業のご紹介～
～赤い羽根共同募金
　　財源事業のご紹介～

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

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
　平成23年11月、区内にお住まいの65歳以上の方で、布団を干すことが困難
なひとり暮らしの方など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、197名
の方がご利用されました。朝早くに預けた布団や毛布が、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。

キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～実施報告～つながる・ひろがる・かよいあう～実施報告

　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、地域の子育てサロンの会場で子どもたちに
プレゼントを渡すイベントを行いました。
　今年で５年目を迎え、千種区内全15学区にて629個のプレゼ
ントを配ることができました。
　今年のプレゼントは、星型のキラキラと光るペンダントなど
で、赤い羽根共同募金の配分金から用意しました。
　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」の皆様にご協力をいただきました。

実施日程 会   場

寄付合計　￥３５９,４９４円 

参加者
募集

を開催
　しました。
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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。

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
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

区役所福祉情報コーナーが設置されました区役所福祉情報コーナーが設置されました

　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。この自動販売機は災害救援機能（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）が付けられるだけでなく、他の自動販売機と飲み物の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、昨年１０月には、特別養護老人ホーム藤美苑様も趣旨にご賛同いただいて、この自動販売機
を設置されました。職員のみなさま・施設ご利用者様からは、
｢社会福祉法人として社会貢献ができることは何より嬉しい
です｡」「災害時も手回し自動発電により自販機が利用できるの
で安心です｡」「美味しく飲むことができるだけでなく、赤い
羽根共同募金にも寄附ができるなんて、なんだか二倍得した
みたい｡」といった喜びのお声が届いています。
　今後も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！

　住民のみなさんが千種区の福祉について学び、より身近に感じていた
だくきっかけづくりとして、福祉関係施設等を見学する“ちくさ福祉
見学ツアー”を11月21日、22日におこないました。
　今回は、高齢者福祉施設－都福祉会館、まどか池下・くらら中電覚王
山（有料老人ホーム）、千種区在宅デイサービスセンター－を見学しま
した。各施設では、施設の特長や事業内容などのお話しを聞き、施設
見学をおこないました。ツアーに参加されたみなさんは、今まで知らな
かった情報を知る機会になりました。
　参加された方からは『今回のツアーに参加して、いろいろな情報を
知ることができてよかった』『都福祉会館ほか有料老人ホームなどの

施設は、高齢社会の今とこれから先の大きな支えになってく
れると実感しました』などの声を聞くことができました。

　平成23年11月29日(火)、区役所あじさいひろばにて、福祉情
報コーナー（右写真のとおり）が設置されました。この福祉情報コー
ナーは、千種区社会福祉協議会地域福祉活動計画の「福祉情報発信
の充実」を検討するなかで、現在千種区において区民の方が簡単に
わかりやすく福祉情報を手に入れることが難しいことが問題提起さ
れ、そのなかで福祉情報だけのコーナーを設置できればいいのでは
ないかとの提案がなされました。
　そこで、まず区民の方が一番利用する場所である区役所にお願い
できないかということになりました。この意見を踏まえ区役所に相
談したところ、区役所からも賛同をいただき、あじさいひろばへの
福祉情報コーナー（パンフレットスタンド）の設置を許可していた
だきました。今後は、区役所にとどまらず、コミュニティーセン
ター等多くの人が利用する場所への設置をしていきます。
　また、今回設置しました福祉情報コーナーには、同じく「福祉情
報発信の充実」を検討するなか作成されました千種区社会福祉協議
会の概要がわかる「こんにちは　千種区社会福祉協議会です｣(A3：3ツ折）を
配架しております。お立ち寄りの際には是非手に取っていただければと思います｡

ちくさ福祉見学ツアーちくさ福祉見学ツアー

～つながる・ひろがる・かよいあう～～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

実施項目①　福祉情報発信の充実

実施項目④　福祉を知り学ぶ場づくりの推進

　シルバー層と学生層のボランティアを増やしていくために、
ボランティアをする流れや現在活躍しているそれぞれのボラン
ティアに取材をし、活動内容や体験談をまとめ掲載しました。
　この冊子をみてもらい、｢ボランティアをやってみようかな｣
「できるかわからないけど、一度ボランティアセンターに相談し
てみようかな」と思って頂くきっかけになればと考えています。
　これから、この冊子を活用し、ボランティア発掘により力を
入れていきたいと考えています。

ボランティア冊子「ボランティアを一緒にしてみませんか？」ボランティア冊子「ボランティアを一緒にしてみませんか？」が完成しました！が完成しました！

実施項目⑧　シルバー層のボランティア活動者発掘
実施項目⑨　学生層のボランティア活動者発掘

気軽に
募金♪

問合：千種区共同募金委員会（千種区社会福祉協議会内）　電話 763-1531

コーナー
千種区社会福祉協議会千種区社会福祉協議会

　千種区社会福祉協議会では、平成21年度から2５年度において第2次地域福祉活動計画を
進めています。これまで取り組んできた項目の中で、特にみなさまに知っていただきたい内
容をまとめました。今後も計画に基づいて進めていきますので、一緒に､「誰もが安心して生
活できる」千種区をめざしていきませんか。みなさまのご意見・ご感想をお待ちしています｡

学　生　層…愛工大名電高校・椙山女学園高校・
　　　　　　あいち造形デザイン専門学校(高等課程)・愛知淑徳大学
シルバー層…花水木鯱城会・都福祉会館ボランティア「秋桜」

ご協力
ありがとう
ございました。

ご協力
ありがとう
ございました。

取材先



第53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53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。

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
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

区役所福祉情報コーナーが設置されました区役所福祉情報コーナーが設置されました

　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。この自動販売機は災害救援機能（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）が付けられるだけでなく、他の自動販売機と飲み物の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、昨年１０月には、特別養護老人ホーム藤美苑様も趣旨にご賛同いただいて、この自動販売機
を設置されました。職員のみなさま・施設ご利用者様からは、
｢社会福祉法人として社会貢献ができることは何より嬉しい
です｡」「災害時も手回し自動発電により自販機が利用できるの
で安心です｡」「美味しく飲むことができるだけでなく、赤い
羽根共同募金にも寄附ができるなんて、なんだか二倍得した
みたい｡」といった喜びのお声が届いています。
　今後も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！

　住民のみなさんが千種区の福祉について学び、より身近に感じていた
だくきっかけづくりとして、福祉関係施設等を見学する“ちくさ福祉
見学ツアー”を11月21日、22日におこないました。
　今回は、高齢者福祉施設－都福祉会館、まどか池下・くらら中電覚王
山（有料老人ホーム）、千種区在宅デイサービスセンター－を見学しま
した。各施設では、施設の特長や事業内容などのお話しを聞き、施設
見学をおこないました。ツアーに参加されたみなさんは、今まで知らな
かった情報を知る機会になりました。
　参加された方からは『今回のツアーに参加して、いろいろな情報を
知ることができてよかった』『都福祉会館ほか有料老人ホームなどの

施設は、高齢社会の今とこれから先の大きな支えになってく
れると実感しました』などの声を聞くことができました。

　平成23年11月29日(火)、区役所あじさいひろばにて、福祉情
報コーナー（右写真のとおり）が設置されました。この福祉情報コー
ナーは、千種区社会福祉協議会地域福祉活動計画の「福祉情報発信
の充実」を検討するなかで、現在千種区において区民の方が簡単に
わかりやすく福祉情報を手に入れることが難しいことが問題提起さ
れ、そのなかで福祉情報だけのコーナーを設置できればいいのでは
ないかとの提案がなされました。
　そこで、まず区民の方が一番利用する場所である区役所にお願い
できないかということになりました。この意見を踏まえ区役所に相
談したところ、区役所からも賛同をいただき、あじさいひろばへの
福祉情報コーナー（パンフレットスタンド）の設置を許可していた
だきました。今後は、区役所にとどまらず、コミュニティーセン
ター等多くの人が利用する場所への設置をしていきます。
　また、今回設置しました福祉情報コーナーには、同じく「福祉情
報発信の充実」を検討するなか作成されました千種区社会福祉協議
会の概要がわかる「こんにちは　千種区社会福祉協議会です｣(A3：3ツ折）を
配架しております。お立ち寄りの際には是非手に取っていただければと思います｡

ちくさ福祉見学ツアーちくさ福祉見学ツアー

～つながる・ひろがる・かよいあう～～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

実施項目①　福祉情報発信の充実

実施項目④　福祉を知り学ぶ場づくりの推進

　シルバー層と学生層のボランティアを増やしていくために、
ボランティアをする流れや現在活躍しているそれぞれのボラン
ティアに取材をし、活動内容や体験談をまとめ掲載しました。
　この冊子をみてもらい、｢ボランティアをやってみようかな｣
「できるかわからないけど、一度ボランティアセンターに相談し
てみようかな」と思って頂くきっかけになればと考えています。
　これから、この冊子を活用し、ボランティア発掘により力を
入れていきたいと考えています。

ボランティア冊子「ボランティアを一緒にしてみませんか？」ボランティア冊子「ボランティアを一緒にしてみませんか？」が完成しました！が完成しました！

実施項目⑧　シルバー層のボランティア活動者発掘
実施項目⑨　学生層のボランティア活動者発掘

気軽に
募金♪

問合：千種区共同募金委員会（千種区社会福祉協議会内）　電話 763-1531

コーナー
千種区社会福祉協議会千種区社会福祉協議会

　千種区社会福祉協議会では、平成21年度から2５年度において第2次地域福祉活動計画を
進めています。これまで取り組んできた項目の中で、特にみなさまに知っていただきたい内
容をまとめました。今後も計画に基づいて進めていきますので、一緒に､「誰もが安心して生
活できる」千種区をめざしていきませんか。みなさまのご意見・ご感想をお待ちしています｡

学　生　層…愛工大名電高校・椙山女学園高校・
　　　　　　あいち造形デザイン専門学校(高等課程)・愛知淑徳大学
シルバー層…花水木鯱城会・都福祉会館ボランティア「秋桜」

ご協力
ありがとう
ございました。

ご協力
ありがとう
ございました。

取材先



高齢者はつらつ長寿推進事業

【参加期間】６か月（前期：４月～９月、後期：１０月～３月）
【費　　用】無料（材料費は実費）
【定　　員】１会場２０名程度　＊定員超過の場合は抽選
【会　　場】区内８カ所

【期間】平成24年４月～平成25年３月の第３火曜日
【時間】午前10：00～午前11：30
【場所】千種区社会福祉協議会
【対象】千種区在住の65歳以上の方
【定員】20名　＊定員超過の場合は抽選
【費用】無料（保険代として360円）
　　　　２月29日(水)までにお申し込みください。
【問合・申込】千種区社会福祉協議会（電話７６３－１５３１）

【参加申込期間】２月１日(水)～２月29日(水）平成24年4月～9月の募集をします。
【問合・申込】千種区社会福祉協議会（電話７６３－１５３１）

市内在住の６５歳以上の方を対象に、週に１回、
レクリエーションや体操などを通して健康維持や
仲間づくりを行うことを目的とした介護予防の
事業です。

いきいき体操　
体力づくり・仲間づくりを目的とした体操教室です。

　平成２３年11月12日、社協フェスティバルを開催しました。
　このフェスティバルは、お子さまから大人の方までみなさまに楽しんでいただけるように、
日頃の感謝を込めて開催しています。
　毎年ご好評をいただいております「赤い羽根バザー」においては、多くの皆さまに品物のご
提供をいただきました。また、今年からは名古屋市高齢者はつらつ長寿推進事業のボランティ
アさんが担当する「手作りコーナー」を実施し、折り紙でのコマ作り等、誰もが気軽に参加で
きる楽しいコーナーができました。
　バザーや模擬店等における収益は、すべて赤い羽根共同募金に
寄付させていただきました。
みなさまのご協力ありがとうございました。

火曜日
　 午前　 千種区社会福祉協議会（西崎町２－４－１）

　 午後　 市営新汁谷荘集会所（汁谷町１９）

水曜日
　 午前　 星ヶ丘コミュニティセンター（星ヶ丘１－３）

　 午後　 市営金児荘集会所（徳川山町５－２）

木曜日
　 午前　 県営清明山住宅集会所（清明山一丁目６）

　 午後　 乗西寺ホール（仲田二丁目６－１３）

金曜日
　 午前　 市営霞ヶ丘荘中央集会所（霞ヶ丘２－４）

　 午後　 春岡コミュニティセンター（春岡二丁目５－４４）

午前＝10：00～12：00　　午後＝1：00～３：00

＊この事業は
　名古屋市からの
　委託事業です。

▲折り紙で作った椿

秋だ！  まつりだ!!秋だ！  まつりだ!!

～赤い羽根共同募金
　　財源事業のご紹介～
～赤い羽根共同募金
　　財源事業のご紹介～

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

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
　平成23年11月、区内にお住まいの65歳以上の方で、布団を干すことが困難
なひとり暮らしの方など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、197名
の方がご利用されました。朝早くに預けた布団や毛布が、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。

キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～実施報告～つながる・ひろがる・かよいあう～実施報告

　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、地域の子育てサロンの会場で子どもたちに
プレゼントを渡すイベントを行いました。
　今年で５年目を迎え、千種区内全15学区にて629個のプレゼ
ントを配ることができました。
　今年のプレゼントは、星型のキラキラと光るペンダントなど
で、赤い羽根共同募金の配分金から用意しました。
　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」の皆様にご協力をいただきました。

実施日程 会   場

寄付合計　￥３５９,４９４円 

参加者
募集

を開催
　しました。
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 愛知工業大学名電高校の学生のみなさんに、施設
等でボランティアをおこなうためにボランティア体
験やさまざまなボランティアについての研修を開催
しました。その一環として、認知症の理解を深めて
もらうために、認知症サポーター養成講座を受講し
ていただきました。
　地域で若い学生さんが、認知症のご本人・ご家族
を支える姿を見ることができる機会が増えていくこ
とを期待しています。

　認知症の基本的な知識や介護方法等を学び、誰もが暮らしやすい地域をつくっていく
ための講座を毎月定期的に開催しています。定期開催以外にも、ご希望があれば出前講
座もいたしますので、お気軽にお問合せください。養成講座を受講していただいた認知
証サポーターには「目印」として、オレンジリング（ブレスレット）をお渡しします。

愛知工業大学名電高校の学生の
みなさんに

認知症サポーター養成講座を開
催しました

参加方法について
事前申込なしの当日参加も受付いたしますが、混雑が予想されるため、事前申込をお勧め
します。会場の都合により、入場制限を行う場合がありますことをご了解ください。

主催：千種区障害者地域自立支援協議会　映画上映実行委員会
共催：千種区役所、千種区社会福祉協議会、千種区障害者地域生活支援センター
　　　千種・名東障害者地域生活支援センター

電話・FAX：０５２－７１１－２５０８　千種区障害者地域生活支援センター または
電話・FAX：０５２－７３９－７５２４　千種・名東障害者地域生活支援センター
　　　　　　※本会ホームページから申込用紙（FAX申込用）を印刷できます。
　　　　　　　http://www.chikusa-shakyo.jp

日  　　時 平成24年２月12日(日）
 午後１：３０開始（午後1：00から受付開始）
会　 　 場 千種区役所　講堂　定員100名
 千種区覚王山通８－37　地下鉄東山線　池下駅下車
プログラム 13：00　受付開始　授産製品販売
 13：30　開会あいさつ
 　　　　　精神障害について【名古屋市精神保健福祉センターここらぼ】
 13：50　｢人生ここにあり！」映画上映
 15：50　閉会あいさつ　　授産製品販売

※

日
本
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無料映画上映会無料映画上映会

障がいのある方に関わる人や組織のネットワークです。さまざまな立場・役割の人たちとつながり、
障がいがあっても地域での生活が続けていけるように支援する活動をしています。

申込
・
問合先

★認知症サポーター養成講座とは････★認知症サポーター養成講座とは････

●詳しいことについては

千種区西部いきいき支援センター　電話 ７６３－１５３０ まで ご連絡ください

パワー

若い力で地域を
　　　ささえていきます
若い力で地域を
　　　ささえていきます

障がい者理解を
深める映画障がい者理解を
深める映画

・司会進行や会場案内に
　ついて、手話通訳が
　あります。
・託児はありません。

障害者地域自立支援協議会とは…障害者地域自立支援協議会とは…

　小・中規模災害が発生した場合には、災害ボランティアセンターの立ち上げがされず、
ボランティアが集まらない可能性があります。

　しかし、一部の地域等では、ボランティアの手が必要となります。その場
合、千種区社会福祉協議会ボランティアセンターに待機し、ニーズ（依頼）
が入った場合には現地で活動をするボランティアを募集します。まずは、登
録をしていただき、小・中規模災害が発生した場合に電話やメールにて連絡
をします。都合があえばボランティアとしての活動が開始となります。

待機ボランティアに してみませんか？登録
小・中規模災害時に活躍する

申込・お問い合わせは、下記までお願いします。

千種区社会福祉協議会ボランティアセンター
電話 ７６３-１５３６　FAX ７６３-１５４７
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第53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

千種区社協 検索

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２月29日(水)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 ハナミズキ　　② あじさい　　③ ひまわり

☆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。

善意の小箱善意の小箱

＜平成23年9月14日～
　　　平成24年1月23日＞

SPコード

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●虹の会 様
●名古屋市都福祉会館登録協力員の会　秋桜 様
●匿名２件

千種区社会福祉協議会の福祉情報コーナーが設置されているのは、区役所

の中にある「○○○○ひろば」です。○に当てはまるのは次のうちどれ？

　今回で第８回を迎えた「名古屋市老人福祉施設作品展」に、本会が運営するデイサービスセン
ター（千種区在宅サービスセンター）が作品を出展し、特別賞をいただきました。昨年は、３月
に東日本大震災という大災害が起こったことで､“がんばろう日本”という言葉を掲げ、被災地
復興に向けた願いを込めて、デイサービスセンターのお客様皆様
で作品を作り上げました。受賞することが作品展に参加する第一
目標ではありませんが、製作を通じてお客様・職員が一丸とな
り、こつこつと作り上げた結果が評価されたことで、記憶に残る
良い思い出となりました。お客様皆様に感謝しております。
　なお、作品については、本会２階に展示しております。お立ち
寄りの際には、皆様もぜひ一度ご覧ください。

　都福祉会館の回想法センターにおいて喫茶を行う
「名古屋市都福祉会館登録協力員の会 秋桜(こすもす)
様」からいただきました寄付金を使い、以前より、施設
をご利用のママさんより「オムツを替える場所が欲し
い」との声をいただいていたので、子育て中のママさん
に利用していただけるように、千種区在宅サービスセン
ター（千種区社会福祉協議会）にベビーベッドを設置し
ました。

特別賞特別賞 を 受賞しました！！を 受賞しました！！
名古屋市
老人福祉施設
作品展で

名古屋市
老人福祉施設
作品展で

ベビーベッドを設置しましたベビーベッドを設置しました寄付の
 使いみち
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