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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｡）

【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(水)とさせていただきます。

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ボランティアルーム　　②点訳室　　③リハビリ室

☆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

同世代の仲間と一緒に、料理を作りながら
仲間づくりをしませんか？
当日は、学生さんとの交流も楽しんでいただけます。

　千種区社会福祉協議会（以下｢社協｣と言い
ます｡）が所在する建物“千種区在宅サービ
スセンター"。１階にはボランティアルーム
や点訳室・録音室等があり、地域で活躍する
数多くのボランティアさんにご利用いただい
ております。
　さて、その２階に社協が運営する高齢者向
けデイサービスセンターがあることをご存知
ですか。
　こちらでもレクリエーション・昼食づくり・
整容・お茶出しまでボランティアさんにご活
躍いただいています。
　そのせいでしょうか。デイサービスセン
ターは、いつも、人のあたたかみのある雰囲
気に包まれています。

７月１日(月)～７月19日(金)の平日午前９時～午後５時に、千種区社会福祉協議会
(電話763－1531）までお電話ください。※定員を超えた場合は抽選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。

「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25年4月1日～
　　　平成25年6月21日＞

昨年度の調理風景

「アンサンブル華」さんにコーラスをご披露いただきました。

「調理ボランティアはなみずき」さんが、毎日、手作りで
調理しています。おいしいですよ。

入浴後、｢花水木鯱城会」さんに整容してもらって
います。お話も弾みます

●名古屋ヤクルト販売(株)様　●匿名　2件

千種区在宅サービスセンターに無い部屋は？

申し込み
問い合わせ

～男性シニアと学生の交流会～

日　　時 平成25年８月５日(月）午前９時～午後１時
場　　所 ニチエイ調理専門学校（中区新栄１-43-９）
 ※場所の詳細については、当選者に改めてお知らせいたします。

対 象 者 千種区在住の60歳以上の男性
定　　員 20名
メニュー ｢ピリ辛胡麻ダレ冷麦」「白身魚の甘酢あんかけ」
 ｢大根とアスパラ、ベーコンの炒り煮」
参 加 費 材料費として500円
持 ち 物 エプロン・三角巾・タオル

参加者
募集

ボランティアさんが大活躍!!ボランティアさんが大活躍!!
千種区在宅サービスセンターのデイサービス

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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●お問い合わせ先

052-763-1547TEL FAX
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千種区社協 検索



　本会では、福祉のまちづくりを進めるため
に、平成21年度から25年度の５年間を実施
期間とした「第２次地域福祉活動計画」を実
施しています。実施最終年度を迎えたことに
伴い、次期計画として「第３次地域福祉活動
計画」(計画実施期間：平成26年度～30年
度)の策定に着手しました。
　５月27日(月)の第１回策定委員会におい
て策定方針が決定されましたので、今後は具
体的な策定作業に移ります。地域の生活課
題・福祉課題を敏感に感じ取り、地域の皆さまのご意見をうかがいながら、地域の実情に即した
計画を策定してまいります。

○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424件　②包括的・継続的マネジメント554件
　③介護予防マネジメント147件　　　　④予防給付マネジメントお客様延人数7,444名
　⑤認知症コールセンター延相談件数920件
○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5,436名、延サービス提供時間57,488時間

支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成24年度 決算のご報告千種区社会福祉協議会　平成24年度 決算のご報告

第３次地域福祉活動計画　いよいよ策定開始!!第３次地域福祉活動計画　いよいよ策定開始!!

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 参加者募集

事 業 報 告平成24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1,094件、登録人数5,117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15件、参加人数1,787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1,101件、利用延人数15,162名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,377名
　いきいき体操12回　参加者延人数454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5,924名
・共同募金配分金助成事業
　60件、1,069万円
・東日本大震災被災地支援
　義援金：202件、1,067万円
・千種区障害者地域自立支援協議会への協力
・千種児童館・都福祉会館の管理・運営
・いこいの家事業
　利用延人数3,322名

｢はなみずきのまちだより」発行
賛助会員募集
ふれあい給食サービス事業研修会
｢はなみずきのまちだより」発行
ボランティア・NPO応援助成

料理にチャレンジ2012開催
(男性シニアと学生の交流会）

｢はなみずきのまちだより」発行
千種区民まつり参加
赤い羽根共同募金募集（～12月）

｢わくわく社協フェスティバル」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  

｢千種区の福祉を知ろう」開催
歳末たすけあい募金募集
｢はなみずきのまちだより」発行

地域福祉推進協議会研修会
災害ボランティアセンター開設準備研修

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

3月

会費収入 6,234 人件費支出 128,372
寄付金収入 828 事務費支出 21,617
補助金収入 4,045 事業費支出 34,959
助成金収入 46,273 助成金支出 18,099
受託金収入 82,882 負担出支出 6,687 
貸付事業収入 10 借入金償還支出 10,098 
共同募金配分金収入 11,156 積立預金支出 3,728 
介護保険収入 58,431 その他 2,447 
雑収入 772 小　計 226,007 
借入金償還補助金収入 9,988 次年度繰越金 32,566 
前年度繰越金 29,078 支出合計 258,573
その他 8,876
収入合計 258,573

　高齢者はつらつ長寿推進事業は名古屋市からの委託事業で、市
内在住の65歳以上の方を対象に、週に１回、手工芸や体操など
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、千種区内８か所で実施しています。
　参加期間は６か月【前期：４月～９月、後期：10月～３月】
で、次回（平成25年度後期）の募集は８月を予定しておりま
す。ご興味のある方、いつでも見学できますので千種区社会福祉
協議会までお問い合わせください。

認知症コールセンターのご案内認知症コールセンターのご案内

認知症に関する様々な相談に応じます。お気軽にご相談ください。
(相談は無料です。※通話料はかかります｡）

認知症コールセンター　電話：052-763-1332
受付時間は月・水・木・金　10：00～16：00
　　　　　　　　　　　火　14：00～20：00

年末年始
・

祝日を除く

第59号　はなみずきのまちだより(３)(２)はなみずきのまちだより　第59号



　本会では、福祉のまちづくりを進めるため
に、平成21年度から25年度の５年間を実施
期間とした「第２次地域福祉活動計画」を実
施しています。実施最終年度を迎えたことに
伴い、次期計画として「第３次地域福祉活動
計画」(計画実施期間：平成26年度～30年
度)の策定に着手しました。
　５月27日(月)の第１回策定委員会におい
て策定方針が決定されましたので、今後は具
体的な策定作業に移ります。地域の生活課
題・福祉課題を敏感に感じ取り、地域の皆さまのご意見をうかがいながら、地域の実情に即した
計画を策定してまいります。

○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424件　②包括的・継続的マネジメント554件
　③介護予防マネジメント147件　　　　④予防給付マネジメントお客様延人数7,444名
　⑤認知症コールセンター延相談件数920件
○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5,436名、延サービス提供時間57,488時間

支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成24年度 決算のご報告千種区社会福祉協議会　平成24年度 決算のご報告

第３次地域福祉活動計画　いよいよ策定開始!!第３次地域福祉活動計画　いよいよ策定開始!!

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 参加者募集

事 業 報 告平成24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1,094件、登録人数5,117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15件、参加人数1,787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1,101件、利用延人数15,162名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,377名
　いきいき体操12回　参加者延人数454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5,924名
・共同募金配分金助成事業
　60件、1,069万円
・東日本大震災被災地支援
　義援金：202件、1,067万円
・千種区障害者地域自立支援協議会への協力
・千種児童館・都福祉会館の管理・運営
・いこいの家事業
　利用延人数3,322名

｢はなみずきのまちだより」発行
賛助会員募集
ふれあい給食サービス事業研修会
｢はなみずきのまちだより」発行
ボランティア・NPO応援助成

料理にチャレンジ2012開催
(男性シニアと学生の交流会）

｢はなみずきのまちだより」発行
千種区民まつり参加
赤い羽根共同募金募集（～12月）

｢わくわく社協フェスティバル」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  

｢千種区の福祉を知ろう」開催
歳末たすけあい募金募集
｢はなみずきのまちだより」発行

地域福祉推進協議会研修会
災害ボランティアセンター開設準備研修

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

3月

会費収入 6,234 人件費支出 128,372
寄付金収入 828 事務費支出 21,617
補助金収入 4,045 事業費支出 34,959
助成金収入 46,273 助成金支出 18,099
受託金収入 82,882 負担出支出 6,687 
貸付事業収入 10 借入金償還支出 10,098 
共同募金配分金収入 11,156 積立預金支出 3,728 
介護保険収入 58,431 その他 2,447 
雑収入 772 小　計 226,007 
借入金償還補助金収入 9,988 次年度繰越金 32,566 
前年度繰越金 29,078 支出合計 258,573
その他 8,876
収入合計 258,573

　高齢者はつらつ長寿推進事業は名古屋市からの委託事業で、市
内在住の65歳以上の方を対象に、週に１回、手工芸や体操など
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、千種区内８か所で実施しています。
　参加期間は６か月【前期：４月～９月、後期：10月～３月】
で、次回（平成25年度後期）の募集は８月を予定しておりま
す。ご興味のある方、いつでも見学できますので千種区社会福祉
協議会までお問い合わせください。

認知症コールセンターのご案内認知症コールセンターのご案内

認知症に関する様々な相談に応じます。お気軽にご相談ください。
(相談は無料です。※通話料はかかります｡）

認知症コールセンター　電話：052-763-1332
受付時間は月・水・木・金　10：00～16：00
　　　　　　　　　　　火　14：00～20：00

年末年始
・

祝日を除く

第59号　はなみずきのまちだより(３)(２)はなみずきのまちだより　第59号



編集・発行 千種区社会福祉協議会

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7月

第59号

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｡）

【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(水)とさせていただきます。

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ボランティアルーム　　②点訳室　　③リハビリ室

☆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

同世代の仲間と一緒に、料理を作りながら
仲間づくりをしませんか？
当日は、学生さんとの交流も楽しんでいただけます。

　千種区社会福祉協議会（以下｢社協｣と言い
ます｡）が所在する建物“千種区在宅サービ
スセンター"。１階にはボランティアルーム
や点訳室・録音室等があり、地域で活躍する
数多くのボランティアさんにご利用いただい
ております。
　さて、その２階に社協が運営する高齢者向
けデイサービスセンターがあることをご存知
ですか。
　こちらでもレクリエーション・昼食づくり・
整容・お茶出しまでボランティアさんにご活
躍いただいています。
　そのせいでしょうか。デイサービスセン
ターは、いつも、人のあたたかみのある雰囲
気に包まれています。

７月１日(月)～７月19日(金)の平日午前９時～午後５時に、千種区社会福祉協議会
(電話763－1531）までお電話ください。※定員を超えた場合は抽選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。

「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25年4月1日～
　　　平成25年6月21日＞

昨年度の調理風景

「アンサンブル華」さんにコーラスをご披露いただきました。

「調理ボランティアはなみずき」さんが、毎日、手作りで
調理しています。おいしいですよ。

入浴後、｢花水木鯱城会」さんに整容してもらって
います。お話も弾みます

●名古屋ヤクルト販売(株)様　●匿名　2件

千種区在宅サービスセンターに無い部屋は？

申し込み
問い合わせ

～男性シニアと学生の交流会～

日　　時 平成25年８月５日(月）午前９時～午後１時
場　　所 ニチエイ調理専門学校（中区新栄１-43-９）
 ※場所の詳細については、当選者に改めてお知らせいたします。

対 象 者 千種区在住の60歳以上の男性
定　　員 20名
メニュー ｢ピリ辛胡麻ダレ冷麦」「白身魚の甘酢あんかけ」
 ｢大根とアスパラ、ベーコンの炒り煮」
参 加 費 材料費として500円
持 ち 物 エプロン・三角巾・タオル

参加者
募集

ボランティアさんが大活躍!!ボランティアさんが大活躍!!
千種区在宅サービスセンターのデイサービス

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

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

http://www.chikusa-shakyo.jp

●お問い合わせ先

052-763-1547TEL FAX

ホームページ

料理にチャレンジ 2013料理にチャレンジ 2013料理にチャレンジ 2013

第59号　はなみずきのまちだより(１)(４)はなみずきのまちだより　第59号

 

千種区社協 検索


