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2月1日(金)～2月28日(木）

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3月29日(金)とさせていただきます。☆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。

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。

【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
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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。
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富士見台小学校のみなさんと
赤い羽根共同募金活動を
行いました！！

富士見台小学校のみなさんと
赤い羽根共同募金活動を
行いました！！

高齢者はつらつ長寿推進事業高齢者はつらつ長寿推進事業 平成25年度前期 参加者募集！平成25年度前期 参加者募集！
　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。

　千種区社会福祉協議会では、福祉のまちづくりを進めるために「千種区社会福祉協議会第３次地域
福祉活動計画」を策定します。そこで、本計画策定に参加していただける作業部会委員を募集します。 　平成24年10月29日(月)～31日(水)の３日間、

富士見台小学校で赤い羽根共同募金活動を行い
ました。
　募金活動は登校時間帯に設定され、登校してく
る児童のみなさんに児童会の代表児童が正門付近
で募金への協力を呼びかける形で行われました。
３日間にわたり、社会福祉協議会の職員も参加さ
せていただきました。共同募金ののぼりや専用の
募金箱を持った児童会のみなさんが「おはようご
ざいます！赤い羽根共同募金にご協力をお願い
します！」と、元気に呼びかけていたことがとても
印象的でした。

●お問い合わせ先

登校する児童のみなさんに、

元気に共同募金を呼びかけました。

活動後は反省会を開き、その日の

活動を振り返りました。

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
参加申込期間 2月1日(金)～2月28日(木）
問合･申込 千種区社会福祉協議会
 ☎763－1531

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）

＊ この事業は名古屋市からの委託事業です。 ●午前＝１０：００～１２：００　　●午後＝１：3０～３：3０

会　　　場実施日程

　また、活動後には毎回反省会があり、先生の
お話を聞きながら次回の活動に生かしていたと
ころも非常に良かったと感じました。
　今回の募金活動をきっかけとして、赤い羽根
共同募金等の社会福祉活動や地域活動等に児童
のみなさんが興味・関心を持っていただけたら
幸いです。
　活動にあたり、お世話になりました校長先生、
教頭先生をはじめとする諸先生方、そして児童
のみなさんに心からお礼申し上げます。

内　　容：計画策定にかかる地域の調査や会議等（任期中10回程度を予定）への参加。
応募資格：区内在住、在勤、在学または区内で福祉活動をしている方で、平日の昼間の
 会議等に参加でき、計画策定後も継続して地域福祉推進に協力していただける方。
募集人員：若干名
任　　期：平成25年４月から平成26年５月
応募方法：平成25年２月28日(木)までに、窓口で配布する所定の申込書を持参提出。

社協では、千種区内８か所で毎週１回、65歳以上の方が集まり折り紙や

健康体操を通して、地域の皆さんとの仲間作りを楽しむ事業「名古屋市

高齢者○○○○長寿推進事業」を実施しています。○○○○に入る言葉

を当ててください。

千種区社会福祉協議会 第３次地域福祉活動計画の策定にかかる作業部会委員を 募集 します

052-763-1547

千種区社会福祉協議会 ☎ ７６３－１５３１問い合わせ

TEL FAX

ホームページ
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千種区社協 検索



～ご存知ですか？ “ほじょ犬”を～

　平成24年11月10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。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。

　12月11日(火)、千種区役所講堂で最近の認知症の動向や実演形式ではいかいによって行方不明になった方への
声のかけ方について学んでいただく「おかえり支援サポーター講座」を開催しました。
　当日は、認知症の方を介護されているご家族、専門職や民生委員など52名の方にご参加いただきました。
　声のかけ方の寸劇では、ボランティアの方に認知症高齢者の役と声をかけるご近所さん役を演じていただき、良い
例と、悪い例をご紹介しました。ご参加いただいた方から「丁寧で分かりやすかった」などたくさんの感想をお寄
せいただきました。

●参加者からの感想

・認知症はもう他人事ではなく、自分の周りで起きている事が理解出来た。

・先生のお話しの中で、態度や状態が家族とよくあてはまるので、よく理
解出来ました。

・相手に対し、不安を与えない声掛けが良く理解出来た。勇気が少し必
要であるが、話しをすると気持ちが良い返事がかえってくる事も多い
と思い、声掛けをしていきたい。

　平成24年12月16日(日）に日本介助犬協会のご協力により、ほじょ犬について知って
いただくイベントを開催しました。当日は、ほじょ犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の中か
ら介助犬にスポットを当てて講演をしていただきました。介助犬がどのように活躍をする
のかデモンストレーションをしていただき、参加者の中からも数名が介助犬に指示をした
りする体験を通じて、介助犬の仕事内容を理解してもらいました。まだまだ介助犬が足りない状況で
あり、多くの支援が必要とのことでした。参加者からは「ボランティアで何かできたらいいなあ」と
の声もあり、いろいろなところで多くの人がつながり、ひろがり、かよいあう千種になることが期待
されます。

～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～

お
問
合
せ
先

西部

東部

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
担当地域：内山・千石・高見・田代・千種・春岡・見付（小学校区）

ご家族の認知症や介護について悩んだり、ご自分の今後について不安を感じたりすることはありませんか？

千種区東部いきいき支援センター（千種区桜ヶ丘11－１）　電話：781－8343
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）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24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、209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

おかえり支援サポーター講座を開催しました！おかえり支援サポーター講座を開催しました！

～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14学区にて704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。

寄付合計　294,914円 

身近な病気である認知症と介護の実際について学んでいただくセミナーを開催します。ぜひご参加ください｡

第2次地域福祉活動計画

日　時 平成25年３月10日(日）13時30分～16時
会　場 千種区役所２階　講堂
内　容 第１部 全体会 千種区内で認知症の人やその家族を支援している黒川豊医師をはじめ、介護現場の専門職、
  家族介護の経験者から、認知症や医療・福祉との活用方法などについてお伝えします。
 第２部　２つのグループに分かれての勉強会
 　　　　２つのグループに分かれて、テーマごとにより深く学んでいただく機会とします。
 　　　　①認知症についてもっと知りたい　②介護や制度・サービスを知りたい
定　員 60名（先着順）
申　込 ２月14日(木)から、電話またはFAX（氏名、電話番号、第２部の参加希望グループ
 (①または②）をご記入のうえ）でお申し込みください。
申込先 千種区社会福祉協議会

～つながる・ひろがる・かよいあう～

～ご存知ですか？ “ほじょ犬”を～福祉を知ろう 開催報告

講座の様子

　多くのご意見の中には、認知症を介護している家族とご近所との付き合い方や地域のネットワークなどの対応を
テーマにした講座も取り上げてほしいと要望がありました。千種区が「認知症になっても安心なまち」になるよう
な取り組みを進めていきたいと思います。

秋だ！  まつりだ!!秋だ！  まつりだ!!

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

「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9月26日～平成25年1月25日＞

●名古屋市都福祉会館登録協力員の会　秋桜 様
●遊の会 様　●大橋一弘 様　●虹の会 様
●匿名 1件
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。

「認知症と介護のホントのところ」セミナーの開催「認知症と介護のホントのところ」セミナーの開催
千種区人権尊重のまちづくり事業

平成２４年１２月２６日（水）に
秋桜様より本会に寄付をいた
だきました。
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～ご存知ですか？ “ほじょ犬”を～

　平成24年11月10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。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。

　12月11日(火)、千種区役所講堂で最近の認知症の動向や実演形式ではいかいによって行方不明になった方への
声のかけ方について学んでいただく「おかえり支援サポーター講座」を開催しました。
　当日は、認知症の方を介護されているご家族、専門職や民生委員など52名の方にご参加いただきました。
　声のかけ方の寸劇では、ボランティアの方に認知症高齢者の役と声をかけるご近所さん役を演じていただき、良い
例と、悪い例をご紹介しました。ご参加いただいた方から「丁寧で分かりやすかった」などたくさんの感想をお寄
せいただきました。

●参加者からの感想

・認知症はもう他人事ではなく、自分の周りで起きている事が理解出来た。

・先生のお話しの中で、態度や状態が家族とよくあてはまるので、よく理
解出来ました。

・相手に対し、不安を与えない声掛けが良く理解出来た。勇気が少し必
要であるが、話しをすると気持ちが良い返事がかえってくる事も多い
と思い、声掛けをしていきたい。

　平成24年12月16日(日）に日本介助犬協会のご協力により、ほじょ犬について知って
いただくイベントを開催しました。当日は、ほじょ犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）の中か
ら介助犬にスポットを当てて講演をしていただきました。介助犬がどのように活躍をする
のかデモンストレーションをしていただき、参加者の中からも数名が介助犬に指示をした
りする体験を通じて、介助犬の仕事内容を理解してもらいました。まだまだ介助犬が足りない状況で
あり、多くの支援が必要とのことでした。参加者からは「ボランティアで何かできたらいいなあ」と
の声もあり、いろいろなところで多くの人がつながり、ひろがり、かよいあう千種になることが期待
されます。

～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～
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西部

東部

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
担当地域：内山・千石・高見・田代・千種・春岡・見付（小学校区）

ご家族の認知症や介護について悩んだり、ご自分の今後について不安を感じたりすることはありませんか？

千種区東部いきいき支援センター（千種区桜ヶ丘11－１）　電話：781－8343
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）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24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、209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

おかえり支援サポーター講座を開催しました！おかえり支援サポーター講座を開催しました！

～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14学区にて704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。

寄付合計　294,914円 

身近な病気である認知症と介護の実際について学んでいただくセミナーを開催します。ぜひご参加ください｡

第2次地域福祉活動計画

日　時 平成25年３月10日(日）13時30分～16時
会　場 千種区役所２階　講堂
内　容 第１部 全体会 千種区内で認知症の人やその家族を支援している黒川豊医師をはじめ、介護現場の専門職、
  家族介護の経験者から、認知症や医療・福祉との活用方法などについてお伝えします。
 第２部　２つのグループに分かれての勉強会
 　　　　２つのグループに分かれて、テーマごとにより深く学んでいただく機会とします。
 　　　　①認知症についてもっと知りたい　②介護や制度・サービスを知りたい
定　員 60名（先着順）
申　込 ２月14日(木)から、電話またはFAX（氏名、電話番号、第２部の参加希望グループ
 (①または②）をご記入のうえ）でお申し込みください。
申込先 千種区社会福祉協議会

～つながる・ひろがる・かよいあう～

～ご存知ですか？ “ほじょ犬”を～福祉を知ろう 開催報告

講座の様子

　多くのご意見の中には、認知症を介護している家族とご近所との付き合い方や地域のネットワークなどの対応を
テーマにした講座も取り上げてほしいと要望がありました。千種区が「認知症になっても安心なまち」になるよう
な取り組みを進めていきたいと思います。

秋だ！  まつりだ!!秋だ！  まつりだ!!

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

「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9月26日～平成25年1月25日＞

●名古屋市都福祉会館登録協力員の会　秋桜 様
●遊の会 様　●大橋一弘 様　●虹の会 様
●匿名 1件
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。

「認知症と介護のホントのところ」セミナーの開催「認知症と介護のホントのところ」セミナーの開催
千種区人権尊重のまちづくり事業

平成２４年１２月２６日（水）に
秋桜様より本会に寄付をいた
だきました。
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はなみずきの
まちだより

はなみずきの
まちだより 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

2013年2月

第57号

2月1日(金)～2月28日(木）

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3月29日(金)とさせていただきます。☆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。

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。

【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

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

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 いきいき　② すこやか　③ はつらつ

Ｑ.

http://www.chikusa-shakyo.jp

SPコード

富士見台小学校のみなさんと
赤い羽根共同募金活動を
行いました！！

富士見台小学校のみなさんと
赤い羽根共同募金活動を
行いました！！

高齢者はつらつ長寿推進事業高齢者はつらつ長寿推進事業 平成25年度前期 参加者募集！平成25年度前期 参加者募集！
　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。

　千種区社会福祉協議会では、福祉のまちづくりを進めるために「千種区社会福祉協議会第３次地域
福祉活動計画」を策定します。そこで、本計画策定に参加していただける作業部会委員を募集します。 　平成24年10月29日(月)～31日(水)の３日間、

富士見台小学校で赤い羽根共同募金活動を行い
ました。
　募金活動は登校時間帯に設定され、登校してく
る児童のみなさんに児童会の代表児童が正門付近
で募金への協力を呼びかける形で行われました。
３日間にわたり、社会福祉協議会の職員も参加さ
せていただきました。共同募金ののぼりや専用の
募金箱を持った児童会のみなさんが「おはようご
ざいます！赤い羽根共同募金にご協力をお願い
します！」と、元気に呼びかけていたことがとても
印象的でした。

●お問い合わせ先

登校する児童のみなさんに、

元気に共同募金を呼びかけました。

活動後は反省会を開き、その日の

活動を振り返りました。

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
参加申込期間 2月1日(金)～2月28日(木）
問合･申込 千種区社会福祉協議会
 ☎763－1531

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）

＊ この事業は名古屋市からの委託事業です。 ●午前＝１０：００～１２：００　　●午後＝１：3０～３：3０

会　　　場実施日程

　また、活動後には毎回反省会があり、先生の
お話を聞きながら次回の活動に生かしていたと
ころも非常に良かったと感じました。
　今回の募金活動をきっかけとして、赤い羽根
共同募金等の社会福祉活動や地域活動等に児童
のみなさんが興味・関心を持っていただけたら
幸いです。
　活動にあたり、お世話になりました校長先生、
教頭先生をはじめとする諸先生方、そして児童
のみなさんに心からお礼申し上げます。

内　　容：計画策定にかかる地域の調査や会議等（任期中10回程度を予定）への参加。
応募資格：区内在住、在勤、在学または区内で福祉活動をしている方で、平日の昼間の
 会議等に参加でき、計画策定後も継続して地域福祉推進に協力していただける方。
募集人員：若干名
任　　期：平成25年４月から平成26年５月
応募方法：平成25年２月28日(木)までに、窓口で配布する所定の申込書を持参提出。

社協では、千種区内８か所で毎週１回、65歳以上の方が集まり折り紙や

健康体操を通して、地域の皆さんとの仲間作りを楽しむ事業「名古屋市

高齢者○○○○長寿推進事業」を実施しています。○○○○に入る言葉

を当ててください。

千種区社会福祉協議会 第３次地域福祉活動計画の策定にかかる作業部会委員を 募集 します

052-763-1547

千種区社会福祉協議会 ☎ ７６３－１５３１問い合わせ

TEL FAX

ホームページ
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