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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７月31日(火)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

電話番号が増え、今までよりご利用に応じお電話いただけることになりました。

TEL 【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
 【認知症コールセンター】 …………… 052-763-1332
 【千種区介護保険事業所】…………… 052-763-7842
 【デイサービス】 ……………………… 052-763-1331
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 ハート　　　②ソウル　　　③コール

☆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.

SPコード

社会福祉協議会ボランティアセンターのお仕事紹介社会福祉協議会ボランティアセンターのお仕事紹介
～地域施設と学校・学生をつなげる～～地域施設と学校・学生をつなげる～

千種児童館とは？

千種区在宅サービスセンター
（デイサービスセンター）からのお知らせ
千種区在宅サービスセンター
（デイサービスセンター）からのお知らせ
　4月１日に介護保険法の改正が施行され、みなさんが
お支払いされている介護保険料やサービス事業所が請求
する介護報酬の改定がありました。この制度改正により、
本会が運営するデイサービスは、サービス提供時間が下記
の通りに変更となりましたので、ご案内いたします。
　スタッフ一同、お客様に安心・信頼していただけるサー
ビスを提供できるよう，毎日元気に頑張っています。

千種区
介護保険事業所
からのお知らせ

●お問い合わせ先

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。

　本事業所では、なごやかスタッフ（直行・直帰型ホームヘルパー）さんを募集して
います。空いた時間でお仕事をしてみませんか？　ヘルパー2級以上の資格を
お持ちの方でご興味のある方は、ぜひ本事業所までご連絡下さい。【担当：福田】

０～１８歳未満の児童と保護者の方が利用
できる施設です。卓球が出来たり、本を読ん
だり、おもちゃで遊んだりできます。
【千種区振甫町3-24　電話722-8222】

都福祉会館とは？
市内60歳以上の方であれば利用できる
施設です。お風呂に入ったり、囲碁・将棋をし
たり、回想法センターを見学することもでき
ます。
【千種区豊年町15-9　電話711-1483】

「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24年3月22日～
　　　平成24年6月20日＞

●旧ピアゴ今池店 様　●宇佐美　広司 様　●名古屋ヤクルト販売(株)様
●匿名　1件

認知症にお困りの方への相談窓口として、今年４月にオープンしたのは

「認知症○○○センター」です。○○○に入るのは何でしょうか。

千種児童館
都福祉会館等

愛工大
名電高校

午前9時30分～午後4時35分
(要支援の方を除きます）

営業時間
月～金／午前9時～午後5時

サービス提供時間

地域のいろいろな
方に施設を知って
もらいたい。

学生にボラン
ティアをさせ
たい。

社会福祉協議会の仕事はご存知ですか？
コーディネーターは色々な方の意見をお聞きし、取り入れて、活動を支援しています。

その１つ、愛工大名電高校の学生が地域施設で活動して、
「地域施設」と「学校・学生」がつながった例をご紹介します。

社会福祉協議会の仕事はご存知ですか？
コーディネーターは色々な方の意見をお聞きし、取り入れて、活動を支援しています。

その１つ、愛工大名電高校の学生が地域施設で活動して、
「地域施設」と「学校・学生」がつながった例をご紹介します。

地域施設 学校・学生

社会福祉協議会

千種児童館・都福祉会館は、千種区社会福祉協議会が指定管理者として管理・運営しています。

ボランティア
活動

社会福祉協議会職員
（コーディネーター）
社会福祉協議会職員
（コーディネーター）
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千種区社協 検索



お気軽に

お問い合わせ

ください

会費収入 6,579 人件費支出 82,650
寄付金収入 661 事務費支出 12,547
補助金収入 4,874 事業費支出 23,830
助成金収入 44,045 助成金支出 18,059
受託金収入 11,271 負担出支出 455
事業収入 307 借入金償還支出 10,174
貸付事業収入 10 積立預金支出 3,005
共同募金配分金収入 11,670 その他 1,269
介護保険収入 55,377 小　計 151,989
雑収入 831 次年度繰越金 29,079
借入金償還補助金収入 10,174 収入合計 181,068
前年度繰越金 33,424
その他 1,845
収入合計 181,068

認知症に関しての
ご相談は・・・

いきいき支援センターへご相談ください！！

西部いきいき支援センター
７／２７（金）
８／２４（金）
９／２１（金）

東部いきいき支援センター
７／１７（火）
８／２１（火）
９／1８（火）

午後2：00～3：30の間 
３家族まで（予約制）
各いきいき支援センター
※分室での開催はありません。
各いきいき支援センターへお申込みください。

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
担当地域：内山・千石・高見・田代・千種・
　　　　　春岡・見付（小学校区）

千種区東部いきいき支援センター
(千種区桜ヶ丘11‒1 ソフィアビル1階）

電　　話：７８１－８３４３
千種区東部いきいき支援センター 分室
(千種区宮根台1-4-24　内山ビル1階）

電　　話：７２６－８９４４

担当地域：上野・自由ヶ丘・千代田橋・東山・星が丘・
　　　　　富士見台・宮根・大和（小学校区）

763－1332　へお電話ください。
受付時間：月・水・木・金　午前10：00～午後4：00
　　　　　　　　火　　　　午後 2：00～午後8：00

からのお知らせからのお知らせ

「　　　　　　　　　と心配な時…」「　　　　　　　　　と心配な時…」

　認知症コールセンターが開設されて３か月がたちました。電話
相談員は現在５人おり、交代で様々な相談に対応しています。
　相談員は、ご自身の家族の介護経験者や、介護施設等での介護
経験のある専門職です。
　現在、相談は平均して１日7件ほどあります。
　今後、認知症にお困りの相談者に対して、コールセンターが気
持ちを十分に受け止め、一緒に問題解決について考え、相談者の
状況に応じて適切な助言ができるような相談窓口を目指していき
ます。

　いきいき支援センターでは、認知症の方を介護している家族を支援する
ための「認知症家族教室」や「認知症の家族サロン」も実施しています。
　ひとりで悩まず、お住まいの地域のいきいき支援センターへご連絡
ください。

○千種区西部いきいき支援センター事業(年間）
　①総合相談・権利擁護相談件数513件　②包括的・継続的マネジメント331件
　③介護予防マネジメント137件　　　　④予防給付マネジメントお客様延人数6,986名
○千種区介護保険事業所(年間）
　①訪問介護事業：お客様延人数5,243名、延サービス提供時間62,383時間
　②居宅介護支援事業：お客様延人数3,464名

支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成23年度 決算のご報告千種区社会福祉協議会　平成23年度 決算のご報告

事 業 報 告平成23年度

年　　間
・第2次地域福祉活動計画の推進
・地域福祉推進協議会の支援
・ふれあい給食サービス事業の支援
・ボランティアセンター事業
　相談件数1,834件、登録人数4,380名
・広報なごや千種区版点訳・音訳支援
・福祉体験学習への支援
　実施件数13件、参加人数1,437名
・生活福祉資金貸付事業
・千種区在宅サービスセンターの運営
　貸出件数682件、利用延人数10,453名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,944名
　いきいき体操10回　参加者延人数442名
　情報誌「やろマイタウン」発行　年3回
・デイサービス事業の運営
　お客様延人数5,873名
・共同募金配分金助成事業
　57件、1,067万円
・東日本大震災被災地支援
　職員派遣：延5名、64日間
　義援金：180件、1,001万円
・千種区障害者地域自立支援協議会への協力

 4月 ｢はなみずきのまちだより」発行

 5月 点訳ボランティア養成講座（～7月全10回）　　
  賛助会員募集
 6月 ふれあい給食サービス事業研修会

 7月 ｢はなみずきのまちだより」発行
  ボランティア・NPO応援助成
 8月 料理にチャレンジ2011開催
  (男性シニアと学生の交流会）
 9月 ボランティア講座開催
  ｢はなみずきのまちだより」発行
10月 赤い羽根共同募金募集（～12月）
  千種区民まつり参加
  ｢わくわく社協フェスティバル」開催

11月 福祉見学ツアー開催
  サンタクロース派遣事業（～12月）
  寝具クリーニングサービス事業
12月 歳末たすけあい募金募集
 1月 ｢千種区の福祉を知ろう」開催

 2月 ｢はなみずきのまちだより」発行
  災害ボランティアセンター開設準備研修
 3月 地域福祉推進協議会研修会

電話相談の様子

忘れっぽくなった？忘れっぽくなった？

認知症高齢者を介護されている方・認知症に
ついて不安をお持ちの方

対　　象

時　　間
定　　員
場　　所

申込方法
実 施 日

　皆さんは､「最近忘れっぽくなった」と感じたことはありませんか？
　もの忘れが多くなると、｢もしかして認知症？」と不安になることもあるのでは？
老化によるもの忘れなのか、認知症なのかという判断は自分では難しいですよね。
思い当たるときは専門の医師に相談することをお勧めします。とはいえ、いきなり
病院へ行くのはためらってしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、いきいき支援センターの「医師の専門相談」を利用してみては
いかがですか？（※相談は無料です）

東

　部

西

　部

７月２日オープン！ 新たに相談窓口が１ヶ所増えました。

【医師（もの忘れ相談医）の専門相談】不安の解消や早期治療に向けてぜひご利用ください。
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お気軽に

お問い合わせ

ください

会費収入 6,579 人件費支出 82,650
寄付金収入 661 事務費支出 12,547
補助金収入 4,874 事業費支出 23,830
助成金収入 44,045 助成金支出 18,059
受託金収入 11,271 負担出支出 455
事業収入 307 借入金償還支出 10,174
貸付事業収入 10 積立預金支出 3,005
共同募金配分金収入 11,670 その他 1,269
介護保険収入 55,377 小　計 151,989
雑収入 831 次年度繰越金 29,079
借入金償還補助金収入 10,174 収入合計 181,068
前年度繰越金 33,424
その他 1,845
収入合計 181,068

認知症に関しての
ご相談は・・・

いきいき支援センターへご相談ください！！

西部いきいき支援センター
７／２７（金）
８／２４（金）
９／２１（金）

東部いきいき支援センター
７／１７（火）
８／２１（火）
９／1８（火）

午後2：00～3：30の間 
３家族まで（予約制）
各いきいき支援センター
※分室での開催はありません。
各いきいき支援センターへお申込みください。

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
担当地域：内山・千石・高見・田代・千種・
　　　　　春岡・見付（小学校区）

千種区東部いきいき支援センター
(千種区桜ヶ丘11‒1 ソフィアビル1階）

電　　話：７８１－８３４３
千種区東部いきいき支援センター 分室
(千種区宮根台1-4-24　内山ビル1階）

電　　話：７２６－８９４４

担当地域：上野・自由ヶ丘・千代田橋・東山・星が丘・
　　　　　富士見台・宮根・大和（小学校区）

763－1332　へお電話ください。
受付時間：月・水・木・金　午前10：00～午後4：00
　　　　　　　　火　　　　午後 2：00～午後8：00

からのお知らせからのお知らせ

「　　　　　　　　　と心配な時…」「　　　　　　　　　と心配な時…」

　認知症コールセンターが開設されて３か月がたちました。電話
相談員は現在５人おり、交代で様々な相談に対応しています。
　相談員は、ご自身の家族の介護経験者や、介護施設等での介護
経験のある専門職です。
　現在、相談は平均して１日7件ほどあります。
　今後、認知症にお困りの相談者に対して、コールセンターが気
持ちを十分に受け止め、一緒に問題解決について考え、相談者の
状況に応じて適切な助言ができるような相談窓口を目指していき
ます。

　いきいき支援センターでは、認知症の方を介護している家族を支援する
ための「認知症家族教室」や「認知症の家族サロン」も実施しています。
　ひとりで悩まず、お住まいの地域のいきいき支援センターへご連絡
ください。

○千種区西部いきいき支援センター事業(年間）
　①総合相談・権利擁護相談件数513件　②包括的・継続的マネジメント331件
　③介護予防マネジメント137件　　　　④予防給付マネジメントお客様延人数6,986名
○千種区介護保険事業所(年間）
　①訪問介護事業：お客様延人数5,243名、延サービス提供時間62,383時間
　②居宅介護支援事業：お客様延人数3,464名

支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成23年度 決算のご報告千種区社会福祉協議会　平成23年度 決算のご報告

事 業 報 告平成23年度

年　　間
・第2次地域福祉活動計画の推進
・地域福祉推進協議会の支援
・ふれあい給食サービス事業の支援
・ボランティアセンター事業
　相談件数1,834件、登録人数4,380名
・広報なごや千種区版点訳・音訳支援
・福祉体験学習への支援
　実施件数13件、参加人数1,437名
・生活福祉資金貸付事業
・千種区在宅サービスセンターの運営
　貸出件数682件、利用延人数10,453名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,944名
　いきいき体操10回　参加者延人数442名
　情報誌「やろマイタウン」発行　年3回
・デイサービス事業の運営
　お客様延人数5,873名
・共同募金配分金助成事業
　57件、1,067万円
・東日本大震災被災地支援
　職員派遣：延5名、64日間
　義援金：180件、1,001万円
・千種区障害者地域自立支援協議会への協力

 4月 ｢はなみずきのまちだより」発行

 5月 点訳ボランティア養成講座（～7月全10回）　　
  賛助会員募集
 6月 ふれあい給食サービス事業研修会

 7月 ｢はなみずきのまちだより」発行
  ボランティア・NPO応援助成
 8月 料理にチャレンジ2011開催
  (男性シニアと学生の交流会）
 9月 ボランティア講座開催
  ｢はなみずきのまちだより」発行
10月 赤い羽根共同募金募集（～12月）
  千種区民まつり参加
  ｢わくわく社協フェスティバル」開催

11月 福祉見学ツアー開催
  サンタクロース派遣事業（～12月）
  寝具クリーニングサービス事業
12月 歳末たすけあい募金募集
 1月 ｢千種区の福祉を知ろう」開催

 2月 ｢はなみずきのまちだより」発行
  災害ボランティアセンター開設準備研修
 3月 地域福祉推進協議会研修会

電話相談の様子

忘れっぽくなった？忘れっぽくなった？

認知症高齢者を介護されている方・認知症に
ついて不安をお持ちの方

対　　象

時　　間
定　　員
場　　所

申込方法
実 施 日

　皆さんは､「最近忘れっぽくなった」と感じたことはありませんか？
　もの忘れが多くなると、｢もしかして認知症？」と不安になることもあるのでは？
老化によるもの忘れなのか、認知症なのかという判断は自分では難しいですよね。
思い当たるときは専門の医師に相談することをお勧めします。とはいえ、いきなり
病院へ行くのはためらってしまうこともあるかもしれません。
そんなときは、いきいき支援センターの「医師の専門相談」を利用してみては
いかがですか？（※相談は無料です）

東

　部

西

　部

７月２日オープン！ 新たに相談窓口が１ヶ所増えました。

【医師（もの忘れ相談医）の専門相談】不安の解消や早期治療に向けてぜひご利用ください。
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第55号

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７月31日(火)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

電話番号が増え、今までよりご利用に応じお電話いただけることになりました。

TEL 【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
 【認知症コールセンター】 …………… 052-763-1332
 【千種区介護保険事業所】…………… 052-763-7842
 【デイサービス】 ……………………… 052-763-1331
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 ハート　　　②ソウル　　　③コール

☆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.

SPコード

社会福祉協議会ボランティアセンターのお仕事紹介社会福祉協議会ボランティアセンターのお仕事紹介
～地域施設と学校・学生をつなげる～～地域施設と学校・学生をつなげる～

千種児童館とは？

千種区在宅サービスセンター
（デイサービスセンター）からのお知らせ
千種区在宅サービスセンター
（デイサービスセンター）からのお知らせ
　4月１日に介護保険法の改正が施行され、みなさんが
お支払いされている介護保険料やサービス事業所が請求
する介護報酬の改定がありました。この制度改正により、
本会が運営するデイサービスは、サービス提供時間が下記
の通りに変更となりましたので、ご案内いたします。
　スタッフ一同、お客様に安心・信頼していただけるサー
ビスを提供できるよう，毎日元気に頑張っています。

千種区
介護保険事業所
からのお知らせ

●お問い合わせ先

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。

　本事業所では、なごやかスタッフ（直行・直帰型ホームヘルパー）さんを募集して
います。空いた時間でお仕事をしてみませんか？　ヘルパー2級以上の資格を
お持ちの方でご興味のある方は、ぜひ本事業所までご連絡下さい。【担当：福田】

０～１８歳未満の児童と保護者の方が利用
できる施設です。卓球が出来たり、本を読ん
だり、おもちゃで遊んだりできます。
【千種区振甫町3-24　電話722-8222】

都福祉会館とは？
市内60歳以上の方であれば利用できる
施設です。お風呂に入ったり、囲碁・将棋をし
たり、回想法センターを見学することもでき
ます。
【千種区豊年町15-9　電話711-1483】

「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24年3月22日～
　　　平成24年6月20日＞

●旧ピアゴ今池店 様　●宇佐美　広司 様　●名古屋ヤクルト販売(株)様
●匿名　1件

認知症にお困りの方への相談窓口として、今年４月にオープンしたのは

「認知症○○○センター」です。○○○に入るのは何でしょうか。

千種児童館
都福祉会館等

愛工大
名電高校

午前9時30分～午後4時35分
(要支援の方を除きます）

営業時間
月～金／午前9時～午後5時

サービス提供時間

地域のいろいろな
方に施設を知って
もらいたい。

学生にボラン
ティアをさせ
たい。

社会福祉協議会の仕事はご存知ですか？
コーディネーターは色々な方の意見をお聞きし、取り入れて、活動を支援しています。

その１つ、愛工大名電高校の学生が地域施設で活動して、
「地域施設」と「学校・学生」がつながった例をご紹介します。

社会福祉協議会の仕事はご存知ですか？
コーディネーターは色々な方の意見をお聞きし、取り入れて、活動を支援しています。

その１つ、愛工大名電高校の学生が地域施設で活動して、
「地域施設」と「学校・学生」がつながった例をご紹介します。

地域施設 学校・学生

社会福祉協議会

千種児童館・都福祉会館は、千種区社会福祉協議会が指定管理者として管理・運営しています。

ボランティア
活動

社会福祉協議会職員
（コーディネーター）
社会福祉協議会職員
（コーディネーター）
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