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千種区の木：ハナミズキ　　千種区の花：アジサイ

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。 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。

なお、書道の部の作品については次のページに掲載していますのでご覧ください。
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大和小学校1年

松野　ゆず

大和小学校5年

松野　みかん
千種台中学校1年

橋詰　颯来
振甫中学校2年

小川　コナ

振甫中学校3年

畠山　玲奈

富士見台小学校2年

石田　優
田代小学校4年

佐藤　菜々香

第６6回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第６6回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果
　今年度も、区内小中学校の生徒の皆さんから共同募金運動を啓発するポスター・書道を募集した
ところ、多くの作品をいただきました。多数のご応募ありがとうございました。
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高見小学校
１年生

岡田 隼和

東山小学校
1年生

山本 未來

大和小学校
2年生

小川 ジョイ

上野小学校
2年生

犬島 美緒
名古屋大学教育学部
附属中学校2年生

杉井　健

上野小学校
3年生

増田 奈央

田代小学校
5年生

杉山 魁晟

自由ヶ丘小学校
5年生

武田 菜央

高見小学校
4年生

谷口 こころ

　８月４日(月)、調理専門学校の学生の指導を受けなが
ら、男性シニアが料理にチャレンジする交流会をニチエイ
調理専門学校にて開催しました。
　今回は、奥様からの申し込みで参加された方や奥様を亡
くされて現在料理を作るのに苦労しているという方等、区
内にお住いの男性シニアが21名参加されました。
　参加者同士はもちろん専門学校の学生との会話も楽しみ
ながら料理をされていました。
　参加者の方々からは「若い人と一緒に料理ができて良
かった。」「短時間にしっかりした味付けができて大変お
いしかった。」等の声がありました。

～男性シニアと学生の交流会～

料理にチャレンジ２０14料理にチャレンジ２０14料理にチャレンジ２０14

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6月24日～
　　　平成26年9月29日＞

●千種区地域女性団体連絡協議会 様
●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●匿名　２名 様

善意の小箱善意の小箱

美味しくでき
ました！

調理風景

　また、参加した学生からは「自分たちの年代では、
高齢者の方と交流する機会がなかなかないので、新鮮で
すごく楽しかったです。」との声が聞かれました。

　今回の料理教室の体験を、男性シニアの方々が家庭で
料理をつくるきっかけにしていただきたいと思います。
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若水中学校
2年生

河田 風雅
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赤い羽根共同募金運動が
始まりました。

赤い羽根共同募金運動が
始まりました。

寝具クリーニングサービス事業

★書道・ポスター作品展のご案内★

あくまでも、

丸洗い殺菌で
す。

※ この事業は、区民の皆さまからいただきました、赤い羽根共同募金を財源として実施します。
※他業者類似サービスにご注意ください！

対 象 者　千種区内在住の65歳以上かつ布団干しが困難な次のいずれかに該当する方
 ①ひとり暮らしの方　②高齢者のみの世帯の方　③寝たきりの方
 (①～③ともに申込者本人の寝具に限ります｡）

対象寝具　掛布団・敷布団・毛布の3種類で合計３枚まで（布団は2枚まで）
 1.布団をお預りする数日前に業者より、日程のお知らせ等連絡があります。
 2.シミ取りではないため、シミはとれないこともあります。　　
利 用 料　1,000円（納品時に直接委託業者にお支払いただきます｡）
 ※羊毛・羽毛布団は追加料金が必要です。※業者は必ず身分証明書を提示します。
 ※生活保護世帯や毛布1枚だけの場合は無料です。
募集人員　250人（申し込み多数の場合は抽選）　　実施時期　平成26年11月10日(月)～11月28日(金）

日　時：11月24日（月・振替休日）13:30～16:00（受付開始12:30～）
場　所：鯱城ホール（中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ内）
参加費：無料
定　員：400名　＊事前申込不要、当日先着順

テ ー マ  ｢若年性認知症の方やご家族が社会とつながる場、参加する場」
基調講演  比留間ちづ子氏（若年認知症社会参加支援センタージョイント所長）
実践報告  伊藤篤史氏（ファミリーハウス「とんと」古譚所長）

「平成26年度若年性認知症講演会」のご案内

　皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉団
体に配分され、お年寄りや障がいのある方、子どもた
ちの福祉のために役立てられます。区民の皆様のご協
力を心からお願い致します。

千種区内の小・中学校の生徒から応募していただいた書道とポスターの作品の中からそれ
ぞれ佳作・入選した作品を展示します。ぜひ、子どもたちの力作を見にご来場ください。

今年も１０月１日から１２月３１日まで、
全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行われます。

問合せ  名古屋市認知症相談支援センター　☎763-1552

募金の使いみち

椙山女学園中学校1年
舟橋　季乃

椙山女学園大学附属
小学校6年生
清水　遥乃子

内山小学校5年
可児　拓巳

星ヶ丘小学校 4年生
奥山　雄太

椙山女学園大学附属
小学校3年
金子　理咲
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申込方法　お住まいの地区の担当民生・児童委員さんを通じて申込用紙を提出してください。
 締切：平成26年10月17日(金）
問合わせ　千種区社会福祉協議会　電話 ７６３－１５３１　FAX ７６３－１５４７
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上野小学校
3年生

増田　奈央

高見小学校
4年生

増田　涼花

椙山女学園大学
附属小学校4年生

島内　天音

富士見台小学校
5年生

溝口　真緒

上野小学校
6年生

増田　玲奈

高見小学校
6年生

石丸　真彩

振甫中学校
2年生

田島　和佳

東星中学校
3年生

吉村　美咲

椙山女学園大学附属小学校
6年生

白井　琴望

千種中学校
３年生

金本　奈々

委託業者がクリーニングをおこないます。布団の販売等は一切いたしません。
日ごろ、布団干しがなかなか出来ない方、クリーニングで布団をふかふかにしませんか？

椙山女学園中学校2年
白井　友紀乃

椙山女学園中学校3年
菊池　莉乃

兄キヨタカ、ダウン症。弟ヒロシ、発達障害。
刑務所を出たり入ったりのヒロシは、オレオレ詐欺のリー
ダー・ケンジに「お前の兄貴は、刑法39条があるから、
刑務所に入らなくていいんだぞ」と、そそのかされる。
兄弟とヒロシの幼馴染である和代の三人は、ケンジにだま
されているとも知らずに、のんきにドロボーの旅に出る。
痴呆老人の金山も加わった緊張感ゼロな「サンキュー窃盗
団」。本当に、彼らはつかまることは無い！…のかな？

千種区障害者基幹相談支援センター　電話 711-2508・FAX 726-6138問合先

■会場／千種区役所 講堂
　　　　※ご来場の際は、公共交通機関でお越しください。
■定員／200名（申込不要）
■主催／千種区障害者自立支援協議会

千種区障害者自立支援協議会　啓発事業 ｢映画上映会｣のご案内

39窃盗団
サンキュー せっとうだん

●手話通訳・要約筆記あり ●障害者作業所の製品販売あり

刑法39条があるから大丈夫！？
兄と弟が紡ぎだす、緊張感ゼロのドロボームービー。

2015年2/15日
午後1時30分～(午後1時開場）

■日時／ 入場
無料!

※ご来場の際は、なるべく公共交通機関でお越しください。
※車イス等配慮が必要な方は、事前にお申し出ください。
※ボイスガイド付きです。希望される方は携帯のFMラジオを
　ご持参ください。
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期間：10月１日(水)～10日(金)／9：00～17：00（土・日・祝 休み）
会場：千種区役所 1階 あじさいひろば
期間：10月15日(水)～24日(金)／9：00～17：00（土・日・祝 休み）
会場：千種区在宅サービスセンター（千種区社会福祉協議会）
期間：10月30日(火)～11月７日(金)／9：30～19：00（火～土）
 9：30～17：00（日・祝）※最終日のみ16:00まで
会場：千種図書館

NHK名古屋放送センタービル１階（プラザ）・・・9月３０日(火)～10月６日(月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～18：00
愛知県社会福祉会館　１階・・・10月８日(水)～10月10日(金）
　　　　　　　　　　　　　　　9：00～17：３０ ※最終日のみ17：00まで

愛知県共同募金会特賞・審査員特別賞・金賞・銀賞の作品は以下の会場でも展示されます。
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～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
時　間 午後1時半から３時半
定　員 3名（先着順）

開催日 毎月1回
時　間 東部 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

＜千種区ボランティア連絡協議会とは・・・＞

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。

どのようにすれば、千種区内が「住みよいまち」になるかということも考え、グループ・個人が
互いに協力し合い、ボランティア活動をより一層活発化させていくために、平成14年５月に発
足された会です。

 第1回 10/15㊌ 10/23㊍ 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　11/19㊌ 11/27㊍　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 12/17㊌ 12/18㊍　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   1 /21㊌   1 /22㊍　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   2 /25㊌   2 /26㊍　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

千種区ボランティア連絡協議会・千種区社会福祉協議会 共同企画

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 １０/10（金） 電話 781-8343　　　１０/21（火） 電話 763-1530

開催場所

10/27㊊、11/17㊊、12/22㊊、1/26㊊、
2/23㊊、3/23㊊

10/16㊍、11/20㊍、12/18㊍、1/15㊍、
2/19㊍、3/19㊍

10/24㊎、11/28㊎、12/26㊎、1/23㊎、
2/27㊎、3/27㊎

10/21㊋、11/18㊋、12/16㊋、1/20㊋、
2/17㊋、3/17㊋東部

西部

10/8㊌、12/10㊌、2/18㊌

11/27㊍、1/22㊍、3/26㊍

（開催日の前日までにお申し込みください。）

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年度下半期）

 日 時 平成26年11月4日(火）13：00～14：30
 場 所 千種区社会福祉協議会　研修室
 講 師 認定笑いヨガティーチャー　横山 正子氏
 定 員 50名（先着順）
参加費 無料

10月14日(火)～24日(金)平日9：00～17：00までに
千種区社会福祉協議会までお電話にてお申込みください。

「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。

参加者募集

申込方法

笑いヨガ講座　

ヨガで身体の体操
！

笑って、心の体操！

ご一緒に！

ボランティア保険のご案内

千種区社会福祉協議会にお問い合わせください。その他下記の保険もございます。千種区社会福祉協議会にお問い合わせください。その他下記の保険もございます。
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ちくさ防災ひろば 開催決定！

　この助成事業は、地域の皆様からご協力いただいている赤い羽根共同募金の一部を財源として、千種
区内で活動する非営利の団体(ボランティア団体・NPO団体)が、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」を目指す事業に対して、総額65万円（１団体最高10万円）の助
成を行うものです。申請団体を公募し、書類選考、公開プレゼンテーション、助成額の査定の3段階の
審査を行って、助成団体・金額を決定しました。
　今年度の公開プレゼンテー
ションは「地域福祉活動の活性
化」「共同募金への理解促進」
「参加団体相互の出会いの場」
を目的として、７月５日（土）
13:00～千種区社会福祉協議会
研修室にて開催しました。
　第１次審査を通過したボラン
ティア団体・NPO団体、計10
団体が助成を受けたい事業につ
いて、パネルを使ったり、ダン
スや寸劇などをしたりと工夫を
凝らしたプレゼンテーションを
行いました。

　千種区内の消防署などの公的な機関と災害ボランティアなどの民間
団体が手をつなぎ、高齢者から子どもまで、楽しく学ぶ防災イベント
を下記のとおり開催することとなりました。
　防災講演では、今年オープンした減災館で話題の名古屋大学から
飛田潤教授（同大学災害対策室長）を講師としてお招きします。
　また、誰でも参加できる「防災ウルトラクイズ」(賞品あり）など、
さまざまな企画を行います。ご家族やお友達同士でお誘いあわせの
うえ、ご参加ください。

　千石学区地域福祉推進協議会が主催するサロン「であい・ふれあ
い・ささえあい～３あいお茶飲み会」が８月19日、12周年・600
回を迎えました。サロンは、毎週火曜日の午前に千石コミュニティセ
ンターで開催。高齢者と育児中の母親・乳幼児が集うこのサロンは全
国的にも注目され、とてもにぎやかな交流の場となっています。
　また、８月２０日に高見学区のふれあい給食事業実施団体よつばの
会による高齢者の会食会が100回を迎え、さらに11月12日には田
代学区地域福祉推進協議会が主催する高齢者の会食会「いこい会」が
120回を迎えます。
　このように長く続いているのも、実施団体を始め、ご協力いただい
ているボランティアのご尽力があってこそ
です。これからも、さらに交流の輪が広がる
ことを期待したいと思います。

第64号　はなみずきのまちだより(５)(４)はなみずきのまちだより　第64号

～ボランティア・ＮPO応援助成～～ボランティア・ＮPO応援助成～ボランティア ＮPO

推進協事業・ふれあい給食事業ニュース！！推進協事業・ふれあい給食事業ニュース！！

赤い羽根共同募金配分金事業 ちくさ防災ひろば 開催決定！

日　時 １１月22日（土） 午前１０時から午後３時まで
場　所 千種区役所講堂
主　催 千種区役所
企画・運営協力 災害ボランティアちくさネットワーク・千種区社会福祉協議会

（平成26年度人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業）

※詳しくは、千種区社会福祉協議会までお問い合わせください。
パソコン初心者や高齢者向け
講座の開設や入力支援など

かもめ勉強会・母の会 子育て中の母親と子供が
共に育つ支援

第9回　花＊花ふれ愛まつり
「みんなあつまれ！わくわく　わいわい」

ちくさおもちゃ図書館の補助・
その他行事参加

親子もちつきと花餅作り

お母さんと子どもの食育
＝食べることを通じて子育てと子どもの育ちを支える＝

ベターライフセミナー2014
ーより良い人間関係を築くためにー

40,000円

100,000円

70,000円

50,000円

70,000円

30,000円

45,000円 40,000円

「わくわくORIGAMI（折り紙）」
教室の開催

講演会の開催・防犯パトロールの
実施・道路沿線の清掃

40,000円

70,000円

ボランティア団体

特定非営利活動法人

助成金額

今年度の助成決定団体

千種パソコン支援ボランティア あじさいグループ

ソルトアンドライト ＯＲＩＧＡＭＩ（折り紙）クラブ

NPO法人　花＊花 中日くらし友の会 ボランティアグループ若水おやじの会

NPO法人 名古屋コダーイセンター 子育て支援 かもめ応援団 グレープ

８月19日の千石学区３あいお茶飲み会の様子



ちくさ防災ひろば 開催決定！

　この助成事業は、地域の皆様からご協力いただいている赤い羽根共同募金の一部を財源として、千種
区内で活動する非営利の団体(ボランティア団体・NPO団体)が、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」を目指す事業に対して、総額65万円（１団体最高10万円）の助
成を行うものです。申請団体を公募し、書類選考、公開プレゼンテーション、助成額の査定の3段階の
審査を行って、助成団体・金額を決定しました。
　今年度の公開プレゼンテー
ションは「地域福祉活動の活性
化」「共同募金への理解促進」
「参加団体相互の出会いの場」
を目的として、７月５日（土）
13:00～千種区社会福祉協議会
研修室にて開催しました。
　第１次審査を通過したボラン
ティア団体・NPO団体、計10
団体が助成を受けたい事業につ
いて、パネルを使ったり、ダン
スや寸劇などをしたりと工夫を
凝らしたプレゼンテーションを
行いました。

　千種区内の消防署などの公的な機関と災害ボランティアなどの民間
団体が手をつなぎ、高齢者から子どもまで、楽しく学ぶ防災イベント
を下記のとおり開催することとなりました。
　防災講演では、今年オープンした減災館で話題の名古屋大学から
飛田潤教授（同大学災害対策室長）を講師としてお招きします。
　また、誰でも参加できる「防災ウルトラクイズ」(賞品あり）など、
さまざまな企画を行います。ご家族やお友達同士でお誘いあわせの
うえ、ご参加ください。

　千石学区地域福祉推進協議会が主催するサロン「であい・ふれあ
い・ささえあい～３あいお茶飲み会」が８月19日、12周年・600
回を迎えました。サロンは、毎週火曜日の午前に千石コミュニティセ
ンターで開催。高齢者と育児中の母親・乳幼児が集うこのサロンは全
国的にも注目され、とてもにぎやかな交流の場となっています。
　また、８月２０日に高見学区のふれあい給食事業実施団体よつばの
会による高齢者の会食会が100回を迎え、さらに11月12日には田
代学区地域福祉推進協議会が主催する高齢者の会食会「いこい会」が
120回を迎えます。
　このように長く続いているのも、実施団体を始め、ご協力いただい
ているボランティアのご尽力があってこそ
です。これからも、さらに交流の輪が広がる
ことを期待したいと思います。

第64号　はなみずきのまちだより(５)(４)はなみずきのまちだより　第64号

～ボランティア・ＮPO応援助成～～ボランティア・ＮPO応援助成～ボランティア ＮPO

推進協事業・ふれあい給食事業ニュース！！推進協事業・ふれあい給食事業ニュース！！

赤い羽根共同募金配分金事業 ちくさ防災ひろば 開催決定！

日　時 １１月22日（土） 午前１０時から午後３時まで
場　所 千種区役所講堂
主　催 千種区役所
企画・運営協力 災害ボランティアちくさネットワーク・千種区社会福祉協議会

（平成26年度人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業）

※詳しくは、千種区社会福祉協議会までお問い合わせください。
パソコン初心者や高齢者向け
講座の開設や入力支援など

かもめ勉強会・母の会 子育て中の母親と子供が
共に育つ支援

第9回　花＊花ふれ愛まつり
「みんなあつまれ！わくわく　わいわい」

ちくさおもちゃ図書館の補助・
その他行事参加

親子もちつきと花餅作り

お母さんと子どもの食育
＝食べることを通じて子育てと子どもの育ちを支える＝

ベターライフセミナー2014
ーより良い人間関係を築くためにー

40,000円

100,000円

70,000円

50,000円

70,000円

30,000円

45,000円 40,000円

「わくわくORIGAMI（折り紙）」
教室の開催

講演会の開催・防犯パトロールの
実施・道路沿線の清掃

40,000円

70,000円

ボランティア団体

特定非営利活動法人

助成金額

今年度の助成決定団体

千種パソコン支援ボランティア あじさいグループ

ソルトアンドライト ＯＲＩＧＡＭＩ（折り紙）クラブ

NPO法人　花＊花 中日くらし友の会 ボランティアグループ若水おやじの会

NPO法人 名古屋コダーイセンター 子育て支援 かもめ応援団 グレープ

８月19日の千石学区３あいお茶飲み会の様子



～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
時　間 午後1時半から３時半
定　員 3名（先着順）

開催日 毎月1回
時　間 東部 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

＜千種区ボランティア連絡協議会とは・・・＞

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。

どのようにすれば、千種区内が「住みよいまち」になるかということも考え、グループ・個人が
互いに協力し合い、ボランティア活動をより一層活発化させていくために、平成14年５月に発
足された会です。

 第1回 10/15㊌ 10/23㊍ 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　11/19㊌ 11/27㊍　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 12/17㊌ 12/18㊍　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   1 /21㊌   1 /22㊍　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   2 /25㊌   2 /26㊍　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

千種区ボランティア連絡協議会・千種区社会福祉協議会 共同企画

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 １０/10（金） 電話 781-8343　　　１０/21（火） 電話 763-1530

開催場所

10/27㊊、11/17㊊、12/22㊊、1/26㊊、
2/23㊊、3/23㊊

10/16㊍、11/20㊍、12/18㊍、1/15㊍、
2/19㊍、3/19㊍

10/24㊎、11/28㊎、12/26㊎、1/23㊎、
2/27㊎、3/27㊎

10/21㊋、11/18㊋、12/16㊋、1/20㊋、
2/17㊋、3/17㊋東部

西部

10/8㊌、12/10㊌、2/18㊌

11/27㊍、1/22㊍、3/26㊍

（開催日の前日までにお申し込みください。）

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年度下半期）

 日 時 平成26年11月4日(火）13：00～14：30
 場 所 千種区社会福祉協議会　研修室
 講 師 認定笑いヨガティーチャー　横山 正子氏
 定 員 50名（先着順）
参加費 無料

10月14日(火)～24日(金)平日9：00～17：00までに
千種区社会福祉協議会までお電話にてお申込みください。

「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。

参加者募集

申込方法

笑いヨガ講座　

ヨガで身体の体操
！

笑って、心の体操！

ご一緒に！

ボランティア保険のご案内

千種区社会福祉協議会にお問い合わせください。その他下記の保険もございます。千種区社会福祉協議会にお問い合わせください。その他下記の保険もございます。

　第64号　はなみずきのまちだより(３)(６)はなみずきのまちだより　第64号



赤い羽根共同募金運動が
始まりました。

赤い羽根共同募金運動が
始まりました。

寝具クリーニングサービス事業

★書道・ポスター作品展のご案内★

あくまでも、

丸洗い殺菌で
す。

※ この事業は、区民の皆さまからいただきました、赤い羽根共同募金を財源として実施します。
※他業者類似サービスにご注意ください！

対 象 者　千種区内在住の65歳以上かつ布団干しが困難な次のいずれかに該当する方
 ①ひとり暮らしの方　②高齢者のみの世帯の方　③寝たきりの方
 (①～③ともに申込者本人の寝具に限ります｡）

対象寝具　掛布団・敷布団・毛布の3種類で合計３枚まで（布団は2枚まで）
 1.布団をお預りする数日前に業者より、日程のお知らせ等連絡があります。
 2.シミ取りではないため、シミはとれないこともあります。　　
利 用 料　1,000円（納品時に直接委託業者にお支払いただきます｡）
 ※羊毛・羽毛布団は追加料金が必要です。※業者は必ず身分証明書を提示します。
 ※生活保護世帯や毛布1枚だけの場合は無料です。
募集人員　250人（申し込み多数の場合は抽選）　　実施時期　平成26年11月10日(月)～11月28日(金）

日　時：11月24日（月・振替休日）13:30～16:00（受付開始12:30～）
場　所：鯱城ホール（中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ内）
参加費：無料
定　員：400名　＊事前申込不要、当日先着順

テ ー マ  ｢若年性認知症の方やご家族が社会とつながる場、参加する場」
基調講演  比留間ちづ子氏（若年認知症社会参加支援センタージョイント所長）
実践報告  伊藤篤史氏（ファミリーハウス「とんと」古譚所長）

「平成26年度若年性認知症講演会」のご案内

　皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉団
体に配分され、お年寄りや障がいのある方、子どもた
ちの福祉のために役立てられます。区民の皆様のご協
力を心からお願い致します。

千種区内の小・中学校の生徒から応募していただいた書道とポスターの作品の中からそれ
ぞれ佳作・入選した作品を展示します。ぜひ、子どもたちの力作を見にご来場ください。

今年も１０月１日から１２月３１日まで、
全国一斉に赤い羽根共同募金運動が行われます。

問合せ  名古屋市認知症相談支援センター　☎763-1552

募金の使いみち

椙山女学園中学校1年
舟橋　季乃

椙山女学園大学附属
小学校6年生
清水　遥乃子

内山小学校5年
可児　拓巳

星ヶ丘小学校 4年生
奥山　雄太

椙山女学園大学附属
小学校3年
金子　理咲

書
道
の
部

書
道
の
部

入
賞
入
賞
入
賞

申込方法　お住まいの地区の担当民生・児童委員さんを通じて申込用紙を提出してください。
 締切：平成26年10月17日(金）
問合わせ　千種区社会福祉協議会　電話 ７６３－１５３１　FAX ７６３－１５４７

入 

選

上野小学校
3年生

増田　奈央

高見小学校
4年生

増田　涼花

椙山女学園大学
附属小学校4年生

島内　天音

富士見台小学校
5年生

溝口　真緒

上野小学校
6年生

増田　玲奈

高見小学校
6年生

石丸　真彩

振甫中学校
2年生

田島　和佳

東星中学校
3年生

吉村　美咲

椙山女学園大学附属小学校
6年生

白井　琴望

千種中学校
３年生

金本　奈々

委託業者がクリーニングをおこないます。布団の販売等は一切いたしません。
日ごろ、布団干しがなかなか出来ない方、クリーニングで布団をふかふかにしませんか？

椙山女学園中学校2年
白井　友紀乃

椙山女学園中学校3年
菊池　莉乃

兄キヨタカ、ダウン症。弟ヒロシ、発達障害。
刑務所を出たり入ったりのヒロシは、オレオレ詐欺のリー
ダー・ケンジに「お前の兄貴は、刑法39条があるから、
刑務所に入らなくていいんだぞ」と、そそのかされる。
兄弟とヒロシの幼馴染である和代の三人は、ケンジにだま
されているとも知らずに、のんきにドロボーの旅に出る。
痴呆老人の金山も加わった緊張感ゼロな「サンキュー窃盗
団」。本当に、彼らはつかまることは無い！…のかな？

千種区障害者基幹相談支援センター　電話 711-2508・FAX 726-6138問合先

■会場／千種区役所 講堂
　　　　※ご来場の際は、公共交通機関でお越しください。
■定員／200名（申込不要）
■主催／千種区障害者自立支援協議会

千種区障害者自立支援協議会　啓発事業 ｢映画上映会｣のご案内

39窃盗団
サンキュー せっとうだん

●手話通訳・要約筆記あり ●障害者作業所の製品販売あり

刑法39条があるから大丈夫！？
兄と弟が紡ぎだす、緊張感ゼロのドロボームービー。

2015年2/15日
午後1時30分～(午後1時開場）

■日時／ 入場
無料!

※ご来場の際は、なるべく公共交通機関でお越しください。
※車イス等配慮が必要な方は、事前にお申し出ください。
※ボイスガイド付きです。希望される方は携帯のFMラジオを
　ご持参ください。
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期間：10月１日(水)～10日(金)／9：00～17：00（土・日・祝 休み）
会場：千種区役所 1階 あじさいひろば
期間：10月15日(水)～24日(金)／9：00～17：00（土・日・祝 休み）
会場：千種区在宅サービスセンター（千種区社会福祉協議会）
期間：10月30日(火)～11月７日(金)／9：30～19：00（火～土）
 9：30～17：00（日・祝）※最終日のみ16:00まで
会場：千種図書館

NHK名古屋放送センタービル１階（プラザ）・・・9月３０日(火)～10月６日(月）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10：00～18：00
愛知県社会福祉会館　１階・・・10月８日(水)～10月10日(金）
　　　　　　　　　　　　　　　9：00～17：３０ ※最終日のみ17：00まで

愛知県共同募金会特賞・審査員特別賞・金賞・銀賞の作品は以下の会場でも展示されます。
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編集・発行 千種区社会福祉協議会
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10月

第64号

千種区社協 検索

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

●お問い合わせ先
052-763-1547FAX

ホームページ

TEL

千種区の木：ハナミズキ　　千種区の花：アジサイ

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。 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。

なお、書道の部の作品については次のページに掲載していますのでご覧ください。
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大和小学校1年

松野　ゆず

大和小学校5年

松野　みかん
千種台中学校1年

橋詰　颯来
振甫中学校2年

小川　コナ

振甫中学校3年

畠山　玲奈

富士見台小学校2年

石田　優
田代小学校4年

佐藤　菜々香

第６6回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第６6回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果
　今年度も、区内小中学校の生徒の皆さんから共同募金運動を啓発するポスター・書道を募集した
ところ、多くの作品をいただきました。多数のご応募ありがとうございました。
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高見小学校
１年生

岡田 隼和

東山小学校
1年生

山本 未來

大和小学校
2年生

小川 ジョイ

上野小学校
2年生

犬島 美緒
名古屋大学教育学部
附属中学校2年生

杉井　健

上野小学校
3年生

増田 奈央

田代小学校
5年生

杉山 魁晟

自由ヶ丘小学校
5年生

武田 菜央

高見小学校
4年生

谷口 こころ

　８月４日(月)、調理専門学校の学生の指導を受けなが
ら、男性シニアが料理にチャレンジする交流会をニチエイ
調理専門学校にて開催しました。
　今回は、奥様からの申し込みで参加された方や奥様を亡
くされて現在料理を作るのに苦労しているという方等、区
内にお住いの男性シニアが21名参加されました。
　参加者同士はもちろん専門学校の学生との会話も楽しみ
ながら料理をされていました。
　参加者の方々からは「若い人と一緒に料理ができて良
かった。」「短時間にしっかりした味付けができて大変お
いしかった。」等の声がありました。

～男性シニアと学生の交流会～

料理にチャレンジ２０14料理にチャレンジ２０14料理にチャレンジ２０14

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6月24日～
　　　平成26年9月29日＞

●千種区地域女性団体連絡協議会 様
●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●匿名　２名 様

善意の小箱善意の小箱

美味しくでき
ました！

調理風景

　また、参加した学生からは「自分たちの年代では、
高齢者の方と交流する機会がなかなかないので、新鮮で
すごく楽しかったです。」との声が聞かれました。

　今回の料理教室の体験を、男性シニアの方々が家庭で
料理をつくるきっかけにしていただきたいと思います。

佳作

佳作 佳作 佳作

佳作

佳作

若水中学校
2年生

河田 風雅
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