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 計画の実施項目 

～ちくさシニアおでかけマップ を作りました～

　この計画は、住民のみなさまの生活に根ざした課題等の解決を目指し、地域でお互いに声を
かけ合える福祉のまちづくりを進めるものです。
　今回で３回目の計画となりますが、第２次計画の基本理念を引き継ぎ、「つながる・ひろが
る・かよいあう」をキャッチフレーズとして、住民のみなさまとともに、「誰もが安心して生
活できる千種区」を目指します。

　高齢者はつらつ長寿推進事業は千種区社会福祉協議会が名古屋市か
ら受託している介護予防事業です。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
うことを目的としており、千種区内８か所で実施しています。
　参加期間６か月間【前期:４月～９月、後期:10月～３月】
　次回（平成26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。

　千種区で高齢者の方が気軽に楽しめる場所を紹介してい
ます！
　介護予防に関する教室や趣味の集まりの情報を、場所と
ともに掲載しています。みなさまの健康づくりに、仲間づ
くりにとご活用いただけるとありがたいです。
　配布場所は、千種区社会福祉協議会、千種区西部いきい
き支援センター、千種区東部いきいき支援センター、千種
区役所です。

　この計画は、住民のみなさまが主体的に関わりなが
ら、本会とともに活動していくためのものです。
　ちょっとしたボランティアとしてもご参加いただけ
るよう、いろいろな参加方法を提案させていただきま
すので、ぜひ一緒に活動しましょう！

第３次地域福祉活動計画が完成しました!!

高齢者はつらつ長寿推進事業

（実施期間：平成２６年度～平成３０年度）

①地域の個別支援ネットワークをつくろう

②「役に立った」と言われる情報発信をしよう

③福祉活動に出会う場や機会をつくろう

④団体同士の連携（協働）に向けた提案をしよう

⑤社協についてもっと知ってもらおう

本会で計画の冊子をお渡ししておりますので、
お気軽にお声かけください。

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。

＜平成26年3月25日～
　　　平成26年6月23日＞

●ユニー株式会社　アピタ千代田橋店 様
●宙の会 様　●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●虹の会 様　●匿名 １名 様

善意の小箱善意の小箱

※このマップを置いてくださる店舗様の情報も募集しています！！

いつまでも元気で自分らしく
体も心も元気はつらつ

参加者募集！

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

【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
【認知症相談支援センター】 ………… 052-763-1552
【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

この広報紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

●お問い合わせ先
052-763-1547FAX
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千種区社協 検索



　わたしたち千種区社会福祉協議会では、住民のみなさ
まが身近な地域でボランティア活動を行うことを応援し
ています。
　わたしたちが事務所を構える建物『在宅サービスセン
ター』には、会議室や点訳室・録音室等があり、様々な
ボランティアグループの活動拠点としてご活用いただい
ています。
　建物２階にあるデイサービスセンターでもボランティ
アグループのみなさまにご活躍いただいております。

　調理ボランティア『はなみずき』さんは、一緒に
活動してくれる仲間を募集しています。気軽に楽し
くボランティアをしてみませんか？

月～金曜日のうち9時30分から13時
30分までの活動が週1回以上できる
方。(応募については千種区社会福祉
協議会までお問い合わせください。）

千種区在宅サービスセンター　千種区在宅サービスセンター　

○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 925件 
　②包括的・継続的マネジメント 435件
　③介護予防マネジメント 138件
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支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成25年度 決算のご報告

ボランティアさん大募集！！

参加者募集

応募要件

料理にチャレンジ2014
～男性シニアと学生の交流会～

年

　
　間

・第2次地域福祉活動計画の総括・振り返り
　推進委員会2回
・第3次地域福祉活動計画策定
　策定委員会2回、作業部会6回（勉強会含む）
・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388件、登録人数4,913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1,661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1,126件、利用延人数15,247名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,463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5,657名
・共同募金配分金助成事業
　56件、1,017万円
・東日本大震災被災地支援
　義援金：214件、1,096万円
・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

｢はなみずきのまちだより」発行

ボランティア活動を応援！

賛助会員募集
ボランティア・ＮＰＯ応援助成

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

料理にチャレンジ２０１３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）
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

歳末たすけあい募金募集
人権尊重のまちづくり事業
男女平等参画推進事業

｢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設置・運営訓練

地域福祉推進協議会研修会

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

3月

会費収入 6,077 人件費支出 120,010
寄付金収入 912 事務費支出 25,697
補助金収入 4,048 事業費支出 33,801
助成金収入 43,196 助成金支出 17,460
受託金収入 82,717 負担出支出 7,593 
貸付事業収入 5 借入金償還支出 9,801 
共同募金配分金収入 10,628 積立預金支出 2,412 
介護保険収入 54,580 その他 2,742 
雑収入 575 小　計 219,516 
借入金償還補助金収入 9,801 次年度繰越金 37,348 
前年度繰越金 32,566 支出合計 256,864
その他 11,759
収入合計 256,864

④予防給付マネジメントお客様延人数 7,682名
⑤見守り支援事業活動件数
　電話･面接 95件 本人宅訪問延べ 31件
⑥認知症コールセンター延相談件数 888件

日　時 平成26年８月４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「モロヘイヤとオクラのネバ丼」
 　　　　「鶏もも肉の厚揚げ煮」
 　　　　「きのこと豆腐の中華風スープ」
参加費 材料費として500円
持ち物 エプロン・三角巾・タオル

○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 5,048名、延サービス提供時間 51,187時間
　②居宅介護支援事業：お客様延人数 3,836名

「おいしい」と評判のお食事は、調理ボラ
ンティア「はなみずき」さんの手作りです。
まごころがこもっています。

入浴後の整容やお茶出しは、「花水木鯱
城会」さんにお手伝いいただいています。
会話が弾みます。

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。

申し込み・問い合わせ
７月１日(火)～ 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。

昨年度の調理風景

事業報告平成25年度



　わたしたち千種区社会福祉協議会では、住民のみなさ
まが身近な地域でボランティア活動を行うことを応援し
ています。
　わたしたちが事務所を構える建物『在宅サービスセン
ター』には、会議室や点訳室・録音室等があり、様々な
ボランティアグループの活動拠点としてご活用いただい
ています。
　建物２階にあるデイサービスセンターでもボランティ
アグループのみなさまにご活躍いただいております。

　調理ボランティア『はなみずき』さんは、一緒に
活動してくれる仲間を募集しています。気軽に楽し
くボランティアをしてみませんか？

月～金曜日のうち9時30分から13時
30分までの活動が週1回以上できる
方。(応募については千種区社会福祉
協議会までお問い合わせください。）

千種区在宅サービスセンター　千種区在宅サービスセンター　

○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 925件 
　②包括的・継続的マネジメント 435件
　③介護予防マネジメント 138件

第63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63号

支出
（千円）

収入
（千円）

千種区社会福祉協議会　平成25年度 決算のご報告

ボランティアさん大募集！！

参加者募集

応募要件

料理にチャレンジ2014
～男性シニアと学生の交流会～

年

　
　間

・第2次地域福祉活動計画の総括・振り返り
　推進委員会2回
・第3次地域福祉活動計画策定
　策定委員会2回、作業部会6回（勉強会含む）
・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388件、登録人数4,913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1,661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1,126件、利用延人数15,247名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　8ヶ所の参加者延人数6,463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5,657名
・共同募金配分金助成事業
　56件、1,017万円
・東日本大震災被災地支援
　義援金：214件、1,096万円
・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

｢はなみずきのまちだより」発行

ボランティア活動を応援！

賛助会員募集
ボランティア・ＮＰＯ応援助成

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

料理にチャレンジ２０１３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）
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

歳末たすけあい募金募集
人権尊重のまちづくり事業
男女平等参画推進事業

｢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設置・運営訓練

地域福祉推進協議会研修会

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

3月

会費収入 6,077 人件費支出 120,010
寄付金収入 912 事務費支出 25,697
補助金収入 4,048 事業費支出 33,801
助成金収入 43,196 助成金支出 17,460
受託金収入 82,717 負担出支出 7,593 
貸付事業収入 5 借入金償還支出 9,801 
共同募金配分金収入 10,628 積立預金支出 2,412 
介護保険収入 54,580 その他 2,742 
雑収入 575 小　計 219,516 
借入金償還補助金収入 9,801 次年度繰越金 37,348 
前年度繰越金 32,566 支出合計 256,864
その他 11,759
収入合計 256,864

④予防給付マネジメントお客様延人数 7,682名
⑤見守り支援事業活動件数
　電話･面接 95件 本人宅訪問延べ 31件
⑥認知症コールセンター延相談件数 888件

日　時 平成26年８月４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「モロヘイヤとオクラのネバ丼」
 　　　　「鶏もも肉の厚揚げ煮」
 　　　　「きのこと豆腐の中華風スープ」
参加費 材料費として500円
持ち物 エプロン・三角巾・タオル

○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 5,048名、延サービス提供時間 51,187時間
　②居宅介護支援事業：お客様延人数 3,836名

「おいしい」と評判のお食事は、調理ボラ
ンティア「はなみずき」さんの手作りです。
まごころがこもっています。

入浴後の整容やお茶出しは、「花水木鯱
城会」さんにお手伝いいただいています。
会話が弾みます。

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。

申し込み・問い合わせ
７月１日(火)～ 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。

昨年度の調理風景

事業報告平成25年度



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

2014年7月

第63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｡）
　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

 計画の実施項目 

～ちくさシニアおでかけマップ を作りました～

　この計画は、住民のみなさまの生活に根ざした課題等の解決を目指し、地域でお互いに声を
かけ合える福祉のまちづくりを進めるものです。
　今回で３回目の計画となりますが、第２次計画の基本理念を引き継ぎ、「つながる・ひろが
る・かよいあう」をキャッチフレーズとして、住民のみなさまとともに、「誰もが安心して生
活できる千種区」を目指します。

　高齢者はつらつ長寿推進事業は千種区社会福祉協議会が名古屋市か
ら受託している介護予防事業です。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
うことを目的としており、千種区内８か所で実施しています。
　参加期間６か月間【前期:４月～９月、後期:10月～３月】
　次回（平成26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。

　千種区で高齢者の方が気軽に楽しめる場所を紹介してい
ます！
　介護予防に関する教室や趣味の集まりの情報を、場所と
ともに掲載しています。みなさまの健康づくりに、仲間づ
くりにとご活用いただけるとありがたいです。
　配布場所は、千種区社会福祉協議会、千種区西部いきい
き支援センター、千種区東部いきいき支援センター、千種
区役所です。

　この計画は、住民のみなさまが主体的に関わりなが
ら、本会とともに活動していくためのものです。
　ちょっとしたボランティアとしてもご参加いただけ
るよう、いろいろな参加方法を提案させていただきま
すので、ぜひ一緒に活動しましょう！

第３次地域福祉活動計画が完成しました!!

高齢者はつらつ長寿推進事業

（実施期間：平成２６年度～平成３０年度）

①地域の個別支援ネットワークをつくろう

②「役に立った」と言われる情報発信をしよう

③福祉活動に出会う場や機会をつくろう

④団体同士の連携（協働）に向けた提案をしよう

⑤社協についてもっと知ってもらおう

本会で計画の冊子をお渡ししておりますので、
お気軽にお声かけください。

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。

＜平成26年3月25日～
　　　平成26年6月23日＞

●ユニー株式会社　アピタ千代田橋店 様
●宙の会 様　●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●虹の会 様　●匿名 １名 様

善意の小箱善意の小箱

※このマップを置いてくださる店舗様の情報も募集しています！！

いつまでも元気で自分らしく
体も心も元気はつらつ

参加者募集！

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

【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
【認知症相談支援センター】 ………… 052-763-1552
【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

この広報紙は古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

●お問い合わせ先
052-763-1547FAX

ホームページ

TEL

第63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63号

 

千種区社協 検索


