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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｡

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。

SPコード

※賛助会費は年会費として毎年、集金させていただきます。（ただし、お申し出があれば会員登録を廃止します。）

法人･団体 （年間）1口 5,000円個人 （年間）1口 500円賛助会費

誰もが安心して
暮らせる
まちづくり

いっしょに進めて
みませんか？

平成26年度　千種区社会福祉協議会 平成26年度　千種区社会福祉協議会 

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、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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http://www.chikusa-shakyo.jp

●お問い合わせ先

052-763-1547TEL FAX

ホームページ

目の不自由な方のための
広報なごや点訳版
録音テープ版の作成

ボランティア情報誌
｢ティアラ｣の発行

学区地域
福祉推進協議会への助成

｢はなみずきのまちだより」
の発行

　千種区社会福祉協議会では、区民の皆様とともに
地域福祉を推進するにあたり、地域での福祉事業を
支援するため、会員としてその経費にご協力いた
だく賛助会員を広く募集します。

　千種区社会福祉協議会では、区民の皆様とともに
地域福祉を推進するにあたり、地域での福祉事業を
支援するため、会員としてその経費にご協力いた
だく賛助会員を広く募集します。

ご賛同いただいた賛助会費は下記の事業に使われています。ご賛同いただいた賛助会費は下記の事業に使われています。

～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　　　　　定　員   3名（先着順）
時　間 午後２時から３時半

開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半

◉認知症家族教室

～みん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
大和、上野、東山、星ヶ丘、自由ヶ丘、富士見台、宮根、千代田橋学区にお住まいの方。

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
千種、千石、内山、高見、春岡、田代、見付学区にお住まいの方。

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。

（認知症サポート医、千種区認知症地域
 連携の会代表世話人）

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。

開催場所
・

申込み
・
問合せ

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。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～ グループへの出張講座に
ついてもご相談に応じます◉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。

 第1回 4/16㊌ 4/24㊍ 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　 5/21㊌ 5/22㊍　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 6/18㊌ 6/26㊍　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  7/16㊌   7/24㊍　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   8/27㊌   8/28㊍　介護体験を聞こう　講師：認知症の人と家族の会

「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

千種区いきいき支援センターからのお知らせ千種区いきいき支援センターからのお知らせ

認知症高齢者を介護する家族支援事業認知症高齢者を介護する家族支援事業

開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半　定　員  20名

申込期限 4/14（月） 電話 781-8343　　　4/22（火） 電話 763-1530

開催場所

4/28㊊、5/26㊊、6/23㊊、7/28㊊、
8/25㊊ 、9/22㊊

4/17㊍、5/15㊍、6/19㊍、7/17㊍、
8/28㊍、9/18㊍

4/25㊎、5/23㊎、6/27㊎、7/25㊎、
8/22㊎、9/26㊎

4/15㊋、5/20㊋、6/17㊋、7/15㊋、
8/19㊋、9/16㊋東部

西部

4/9㊌、6/11㊌、
8/13㊌

5/22㊍、7/24㊍、
9/25㊍東部

西部

東部 西部

東部

西部

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）
西部：まちかど保健室（千種区内山3-10-18 PPビル２階）

（平成26年度上半期）
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千種区社協 検索



収入 支出

平成26年度 予算のあらまし平成26年度 予算のあらまし
会費収入 7,021
寄付金収入 3
経常経費補助金収入 59,562
受託金収入 87,121
貸付事業収入 200
事業収入 2,831
負担金収入 1,887
介護保険収入 57,686
借入金償還補助金収入 9,616
雑収入 562
その他 2,814
前期繰越金 26,194
収入合計 255,497

（千円）

人件費支出 140,594
事業費支出 40,265
事務費支出 28,475
助成金支出 18,913
負担金支出 2,178
借入金償還支出 9,616
積立預金支出 8,001
その他 4,892
予備費 2,563
 
 

支出合計 255,497

（千円）

　平成２６年度から、新たな５か年計画「第３次地域福祉活動計画」を推進します。今日的な福祉課題を
意識しながら、誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

千種区社会福祉協議会　平成26年度 事業計画のあらまし千種区社会福祉協議会　平成26年度 事業計画のあらまし

広報・啓発
広報紙「はなみずきのまちだより」の発行、
広報紙設置協力店の募集、ホームページの運営 など

地域福祉財源の確保
賛助会員の募集、赤い羽根共同募金運動への協力 など

地域の福祉ネットワークづくり・
住民による福祉活動の推進
地域福祉活動に関する総合相談、
地域福祉推進協議会・ふれあい給食サービス
事業への助成・活動支援 など

高齢者・障がい者・低所得世帯等の援助
生活福祉資金の貸付（県社協協力事業）、
緊急小口資金貸付事業償還事務 など

高齢者の生きがいづくりと地域活動参加の促進
高齢者はつらつ長寿推進事業の実施 など

千種区在宅サービスセンターの運営
研修室、調理実習室の貸出 など

介護保険による在宅福祉サービスの実施
通所介護（デイサービス）事業の実施、
居宅・訪問介護（なごやかヘルプ）事業の実施

①

③

④

⑤

千種児童館の運営
中高生の居場所づくり事業の実施、留守家庭児童
クラブの実施、子どもによる企画運営事業の実施
（こどものまち）、いこいの家事業の実施など

⑪

②

赤い羽根共同募金配分金による
地域福祉活動への助成、支援
区内福祉団体における地域福祉活動への助成 など

⑥

⑦

⑧

⑨

都福祉会館の運営
わくわく通所事業の実施、回想法及び出前回想法の実施、
サロン事業の実施（唱歌 / 体操 / ミニ卓球） など

⑩

⑫

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました!!

千種区西部いきいき支援センターへの運営協力⑬
実施主体である市社協に協力し、高齢者の相談等に対し、包括
的・継続的マネジメント支援を社会福祉士・保健師（看護師）・
主任介護支援専門員などの専門職員が連携して行います。

昨年10月１日から12月31日まで実施された赤い羽根共同募金運動に、たくさんのご協力をいただき
ました。皆さまからお寄せいただいた募金は、主に千種区内の地域福祉事業に役立てられます。

赤い羽根共同募金 12,441,917円
歳末たすけあい募金 1,036,874円

　　　合　計 13,478,791円

平成25年度　募金額

地域福祉活動計画の推進
第３次地域福祉活動計画の推進

ボランティア活動の推進
ボランティアセンターの運営（相談、登録、需給調整、活動
保険等）、ボランティア連絡協議会の運営支援、ボランティ
ア・ＮＰＯ応援助成事業の実施 など

ボランティア・ＮＰＯ応援助成ボランティア・ＮＰＯ応援助成

申請団体募集!!申請団体募集!!
対象団体　区内で活動するボランティアグループや特定非営利活動法人　
対象事業　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～つながる･ひろがる

･かよいあう～」を目指す事業で、平成26年度中に、千種区内で実施するもの。
助成金額　総額65万円 １団体につき最高10万円
方　　法　６月13日(金)までに所定の申請書類を提出。その後、書類・
 プレゼンテーション等による審査があります。助成時期は、8月上旬を予定。

詳しい内容は　千種区社会福祉協議会まで 　電話 ７６３－１５３1

～赤い羽根共同募金配分金を活用した一般公募助成～～赤い羽根共同募金配分金を活用した一般公募助成～

　平成26年２月16日(日)、千種区役所講堂において、区役所・災害ボランティアちくさネットワーク
・社会福祉協議会の３者で、災害ボランティアセンター（以下「センター」と言います。）の設置・
運営訓練を行いました。
　災害ボランティア活動に興味のある方にも、参加協力をい
ただきました｡「センターの流れがよくわかった」､「思ったよ
り書類が多く、大変だった」などのご意見やご感想をいただき
ました。
　いつ来るかわからない大規模災害に備え、円滑に被災者への
支援ができるよう、さらによりよいセンター運営ができるよう
検討を深めていきます。

（千種区災害ボランティアセンター設置・運営訓練）（千種区災害ボランティアセンター設置・運営訓練）

第３次地域福祉活動計画　まもなく完成!!第３次地域福祉活動計画　まもなく完成!!
　本会では、福祉のまちづくりを進めるために、平成
26年度から30年度の5年間を実施期間とした「千種
区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画」の策定を
進めています。
　昨年から作業部会のみなさんと議論を重ねて計画の
素案を作成し、2月に行われた策定委員会で承認され
ました。
　今後は、5月の完成を目指して最終的な調整を行っ
ていきます。 ▲2月24日策定委員会の様子

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！

第62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62号

「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26年1月23日～
　　　平成26年3月24日＞

●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 萱場店様
●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 今池店様 ●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。



収入 支出

平成26年度 予算のあらまし平成26年度 予算のあらまし
会費収入 7,021
寄付金収入 3
経常経費補助金収入 59,562
受託金収入 87,121
貸付事業収入 200
事業収入 2,831
負担金収入 1,887
介護保険収入 57,686
借入金償還補助金収入 9,616
雑収入 562
その他 2,814
前期繰越金 26,194
収入合計 255,497

（千円）

人件費支出 140,594
事業費支出 40,265
事務費支出 28,475
助成金支出 18,913
負担金支出 2,178
借入金償還支出 9,616
積立預金支出 8,001
その他 4,892
予備費 2,563
 
 

支出合計 255,497

（千円）

　平成２６年度から、新たな５か年計画「第３次地域福祉活動計画」を推進します。今日的な福祉課題を
意識しながら、誰もが安心して暮らせるまちづくりに取り組んでまいります。

千種区社会福祉協議会　平成26年度 事業計画のあらまし千種区社会福祉協議会　平成26年度 事業計画のあらまし

広報・啓発
広報紙「はなみずきのまちだより」の発行、
広報紙設置協力店の募集、ホームページの運営 など

地域福祉財源の確保
賛助会員の募集、赤い羽根共同募金運動への協力 など

地域の福祉ネットワークづくり・
住民による福祉活動の推進
地域福祉活動に関する総合相談、
地域福祉推進協議会・ふれあい給食サービス
事業への助成・活動支援 など

高齢者・障がい者・低所得世帯等の援助
生活福祉資金の貸付（県社協協力事業）、
緊急小口資金貸付事業償還事務 など

高齢者の生きがいづくりと地域活動参加の促進
高齢者はつらつ長寿推進事業の実施 など

千種区在宅サービスセンターの運営
研修室、調理実習室の貸出 など

介護保険による在宅福祉サービスの実施
通所介護（デイサービス）事業の実施、
居宅・訪問介護（なごやかヘルプ）事業の実施

①

③

④

⑤

千種児童館の運営
中高生の居場所づくり事業の実施、留守家庭児童
クラブの実施、子どもによる企画運営事業の実施
（こどものまち）、いこいの家事業の実施など

⑪

②

赤い羽根共同募金配分金による
地域福祉活動への助成、支援
区内福祉団体における地域福祉活動への助成 など

⑥

⑦

⑧

⑨

都福祉会館の運営
わくわく通所事業の実施、回想法及び出前回想法の実施、
サロン事業の実施（唱歌 / 体操 / ミニ卓球） など

⑩

⑫

赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました!!

千種区西部いきいき支援センターへの運営協力⑬
実施主体である市社協に協力し、高齢者の相談等に対し、包括
的・継続的マネジメント支援を社会福祉士・保健師（看護師）・
主任介護支援専門員などの専門職員が連携して行います。

昨年10月１日から12月31日まで実施された赤い羽根共同募金運動に、たくさんのご協力をいただき
ました。皆さまからお寄せいただいた募金は、主に千種区内の地域福祉事業に役立てられます。

赤い羽根共同募金 12,441,917円
歳末たすけあい募金 1,036,874円

　　　合　計 13,478,791円

平成25年度　募金額

地域福祉活動計画の推進
第３次地域福祉活動計画の推進

ボランティア活動の推進
ボランティアセンターの運営（相談、登録、需給調整、活動
保険等）、ボランティア連絡協議会の運営支援、ボランティ
ア・ＮＰＯ応援助成事業の実施 など

ボランティア・ＮＰＯ応援助成ボランティア・ＮＰＯ応援助成

申請団体募集!!申請団体募集!!
対象団体　区内で活動するボランティアグループや特定非営利活動法人　
対象事業　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～つながる･ひろがる

･かよいあう～」を目指す事業で、平成26年度中に、千種区内で実施するもの。
助成金額　総額65万円 １団体につき最高10万円
方　　法　６月13日(金)までに所定の申請書類を提出。その後、書類・
 プレゼンテーション等による審査があります。助成時期は、8月上旬を予定。

詳しい内容は　千種区社会福祉協議会まで 　電話 ７６３－１５３1

～赤い羽根共同募金配分金を活用した一般公募助成～～赤い羽根共同募金配分金を活用した一般公募助成～

　平成26年２月16日(日)、千種区役所講堂において、区役所・災害ボランティアちくさネットワーク
・社会福祉協議会の３者で、災害ボランティアセンター（以下「センター」と言います。）の設置・
運営訓練を行いました。
　災害ボランティア活動に興味のある方にも、参加協力をい
ただきました｡「センターの流れがよくわかった」､「思ったよ
り書類が多く、大変だった」などのご意見やご感想をいただき
ました。
　いつ来るかわからない大規模災害に備え、円滑に被災者への
支援ができるよう、さらによりよいセンター運営ができるよう
検討を深めていきます。

（千種区災害ボランティアセンター設置・運営訓練）（千種区災害ボランティアセンター設置・運営訓練）

第３次地域福祉活動計画　まもなく完成!!第３次地域福祉活動計画　まもなく完成!!
　本会では、福祉のまちづくりを進めるために、平成
26年度から30年度の5年間を実施期間とした「千種
区社会福祉協議会第３次地域福祉活動計画」の策定を
進めています。
　昨年から作業部会のみなさんと議論を重ねて計画の
素案を作成し、2月に行われた策定委員会で承認され
ました。
　今後は、5月の完成を目指して最終的な調整を行っ
ていきます。 ▲2月24日策定委員会の様子

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！

災害ボランティアセンター体験2014を
開催しました！
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「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26年1月23日～
　　　平成26年3月24日＞

●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 萱場店様
●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 今池店様 ●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。



編集・発行 千種区社会福祉協議会
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賛助会員
募集!!
賛助会員
募集!!

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｡

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。

SPコード

※賛助会費は年会費として毎年、集金させていただきます。（ただし、お申し出があれば会員登録を廃止します。）

法人･団体 （年間）1口 5,000円個人 （年間）1口 500円賛助会費

誰もが安心して
暮らせる
まちづくり

いっしょに進めて
みませんか？

平成26年度　千種区社会福祉協議会 平成26年度　千種区社会福祉協議会 

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、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

目の不自由な方のための
広報なごや点訳版
録音テープ版の作成

ボランティア情報誌
｢ティアラ｣の発行

学区地域
福祉推進協議会への助成

｢はなみずきのまちだより」
の発行

　千種区社会福祉協議会では、区民の皆様とともに
地域福祉を推進するにあたり、地域での福祉事業を
支援するため、会員としてその経費にご協力いた
だく賛助会員を広く募集します。

　千種区社会福祉協議会では、区民の皆様とともに
地域福祉を推進するにあたり、地域での福祉事業を
支援するため、会員としてその経費にご協力いた
だく賛助会員を広く募集します。

ご賛同いただいた賛助会費は下記の事業に使われています。ご賛同いただいた賛助会費は下記の事業に使われています。

～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　　　　　定　員   3名（先着順）
時　間 午後２時から３時半

開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半

◉認知症家族教室

～みん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
大和、上野、東山、星ヶ丘、自由ヶ丘、富士見台、宮根、千代田橋学区にお住まいの方。

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
千種、千石、内山、高見、春岡、田代、見付学区にお住まいの方。

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。

（認知症サポート医、千種区認知症地域
 連携の会代表世話人）

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。

開催場所
・

申込み
・

問合せ

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。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～ グループへの出張講座に
ついてもご相談に応じます◉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。

 第1回 4/16㊌ 4/24㊍ 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　 5/21㊌ 5/22㊍　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 6/18㊌ 6/26㊍　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  7/16㊌   7/24㊍　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   8/27㊌   8/28㊍　介護体験を聞こう　講師：認知症の人と家族の会

「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

千種区いきいき支援センターからのお知らせ千種区いきいき支援センターからのお知らせ

認知症高齢者を介護する家族支援事業認知症高齢者を介護する家族支援事業

開催日 毎月1回
時　間 午後１時半から３時半　定　員  20名

申込期限 4/14（月） 電話 781-8343　　　4/22（火） 電話 763-1530

開催場所

4/28㊊、5/26㊊、6/23㊊、7/28㊊、
8/25㊊ 、9/22㊊

4/17㊍、5/15㊍、6/19㊍、7/17㊍、
8/28㊍、9/18㊍

4/25㊎、5/23㊎、6/27㊎、7/25㊎、
8/22㊎、9/26㊎

4/15㊋、5/20㊋、6/17㊋、7/15㊋、
8/19㊋、9/16㊋東部

西部

4/9㊌、6/11㊌、
8/13㊌

5/22㊍、7/24㊍、
9/25㊍東部

西部

東部 西部

東部

西部

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）
西部：まちかど保健室（千種区内山3-10-18 PPビル２階）

（平成26年度上半期）
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