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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。

ボランティアさん大募集！！

　千種区社会福祉協議会の運営する老人デイサービスセンターでは、
11月に開催された老人福祉施設作品展にゴッホの「ひまわり」の立
体制作物やゴッホの自画像の模写など、デイサービスをご利用されて
いる皆様の力作が展示され、「中部善意銀行賞」をいただきました。
　現在、これらの作品は、在宅サービスセンター１階に展示されてお
りますので、お気軽にお立ち寄りください。 　「社協はいいことしているんだから、もっと住民のみなさんに知って

もらわなきゃ！」
　この企画は、住民のみなさんと話し合い、進める「第3次地域福祉
活動計画」の中で、生まれました。
　そこで、「文字だけでは、なかなか伝わらない！」と親しみやすくて
インパクトのある「４コマ漫画」を採用しました。
　そして、漫画の制作は、あいち造形デザイン専門学校に相談し、
まんが科２年生小林実央さんはじめ学生７名にご協力いただくことに
なりました。
　今後、学生さんたちの発想を取り入れながら、
社協の活動をわかりやすく伝え、PRしていきますので、
お楽しみください。

　千種区社会福祉協議会のデイサービス
で活躍する調理ボランティア『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。

※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
以上できる方は、ぜひご応募ください。（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。）

「中部善意銀行賞」をいただきました！！

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9月30日～
　　　平成27年1月30日＞

●大橋 一弘 様　●匿名 ２名 様

あいち造形デザイン専門学校とコラボ企画
新連載

千種区社会福祉協議会

まんが科
学生の声

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。

キャラクターデザイン担当
あいち造形デザイン専門学校

２年生
小林 実央さん

　今月号からあいち造形デザイン専門学校の協力で社協の活動を
わかりやすく おもしろく 楽しんで 伝える４コマ漫画
「千種区社協ものがたり」が始まります。

今回、非常に貴重な体験を
させていただき光栄です。

あいち造形のみんなで気合いを
入れて描きますので、
よろしくお願いします。

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27年度前期 参加者募集！平成27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。

参加期間 ６か月(4月～9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2日(月)～2月27日(金）
問合･申込 千種区社会福祉協議会
 ☎763－1531

火曜日 午前 千種区在宅サービスセンター（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 内山コミュニティセンター（内山1-4-15）

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（仲田二丁目6-13）

金曜日 午前 サンクレア池下（覚王山通8-70-1）
 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千種区社会福祉協議会が受託した事業です。
  平成２７年度予算の状況によっては事業内容が変更となる場合があります。 ●午前＝１０：００～１２：００　　●午後＝１：3０～３：3０

会　　　場実施日程

気軽に楽しくボランティアをしてみませんか？

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

善意の小箱善意の小箱

｢４コマ漫画｣スタートします！

感謝状進呈式感謝状進呈式

漫画制作のご協力のお礼と期待を込めて
感謝状を進呈いたしました。

第65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65号

千種区社協 検索
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　11月22日(土）千種区役所講堂にて、名古屋大学防災対策室長飛田潤教授をお招きし、大規模地震
が発生した場合の千種区での想定や災害に備えた準備などご講演いただきました。
　その後、イベント開催の主旨に賛同した行政機関・民間団体がそれぞれブースを出展しました。
　終盤には、防災ウルトラクイズを行い、楽しく防災について学びました。

　千種区では初めての取り組みで、区役所・災害ボランティ
アちくさネットワークと準備を進めてまいりました。
　一日を通じて150名の来場があり、多くの方に、気軽に
防災について知っていただくことができました。
　アンケートでは、「参加してよかった」「今後も開催して
ほしい」などの意見がありました。

　平成25年度にご協力いただいた赤い羽根共同募金は平成26年度に
千種区の様々な福祉事業において使われます。
　本会では下記の事業に募金を使わせていただいています。

　平成26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、
186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。

いきいき支援センターの取り組みや、千種区内の健康・福祉・介護の
情報など高齢者に役立つ情報をご紹介していきます。ぜひご覧ください！

地域の認知症に関する
取り組みレポート

赤い羽根共同募金の使い道

春岡学区 認知症勉強会

寝具クリーニングサービス事業

　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７年目を迎え、千種区内15学区にて806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、光るペンダントとサンタのお面がついた
笛などで、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。

キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～

自分たちが暮らすまちで、気軽に認知症について学びあえる場を作りたい！

Facebookページ
　URL：https://www.facebook.com/chikusakuseibu

　10月29日(水)に、認知症勉強会が、春岡学区福祉推進協議会の主催で、春岡コミュニティセンター
にて行われました。前半は、認知症サポート医である黒川医院の黒川豊先生に、老化によるもの忘れと
認知症によるもの忘れの違い、認知症の早期発見のポイントなどを分かりやすくお話いただきました。
　後半は、認知症のご家族を介護された経験者のお話をもとに、介護する方の思いを共有し意見交換を
する座談会が行われました。勉強会には、私たち西部いきいき支援センターも参加させていただき、
活動紹介や会場のみなさんのご質問にお答えしました。
　千種区は、市民講座（毎月開催）やシンポジウムなど、認知症について学ぶ場がたくさんあります。
しかし春岡学区では、

　みなさんの地域でも、認知症についての学習会にぜひ取り組ん
でみませんか？身近なところで、みなさんが認知症をはじめ福祉に
ついて理解を深め、連携しあいながら見守りの“わ”を作っていく
活動を私たち西部いきいき支援センターや社会福祉協議会はお
手伝いさせていただきます。

　との思いで、勉強会を開催されています。前回は、福祉推進協議会のみなさんで、認知症の方への関わり
方を学ぶ『寸劇』にも挑戦されました。

ちくさあったかカフェ
「高齢者やそのご家族が“ホッ”とできるような、
ひとときをお過ごしいただきたい。」
そんな想いから、「ちくさあったかカフェ」を企画しました。
どなたでもご参加いただけます。
お気軽にお越しください。

日　時 平成27年 3月9日(月）12:30～15:00
場　所 乗西寺（千種区仲田二丁目6-13）
内　容 12：30～　①配食弁当試食会
 13：30～　②アロマを使った小物づくり体験（予定）
 　　 随時　③相談コーナー
対　象 千種区にお住まいの方ならどなたでもご参加いただけます。
 特に、65歳以上の方やそのご家族。または、家族介護を行っている方は大歓迎！
 ※お一人でも、ご家族と一緒でも参加いただけます。
申　込 2月27日(金）までに電話・FAXにて千種区西部いきいきセンターへお申し込みください。
参加費 100円　※配食弁当試食会に参加される方は400円（参加費込み）
主　催 千種区西部いきいき支援センター・千種区社会福祉協議会・千種区ボランティア連絡協議会
協　力 乗西寺

実施報告

開催のお知らせ

千種区西部いきいき支援センターが Facebook を始めました。 人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業

ちくさ防災ひろばちくさ防災ひろば

イベントに協力いただいた機関・団体
名古屋大学災害対策室・減災連携研究センター・名古屋地方気象台・千種警察署・千種消防署・千種区消防団
連合会・千種土木事務所・千種環境事業所・上下水道局千種営業所・東山総合公園・ITネットなごや・名古屋
大学生協防災班・千種区ボランティア連絡協議会



第65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65号

　11月22日(土）千種区役所講堂にて、名古屋大学防災対策室長飛田潤教授をお招きし、大規模地震
が発生した場合の千種区での想定や災害に備えた準備などご講演いただきました。
　その後、イベント開催の主旨に賛同した行政機関・民間団体がそれぞれブースを出展しました。
　終盤には、防災ウルトラクイズを行い、楽しく防災について学びました。

　千種区では初めての取り組みで、区役所・災害ボランティ
アちくさネットワークと準備を進めてまいりました。
　一日を通じて150名の来場があり、多くの方に、気軽に
防災について知っていただくことができました。
　アンケートでは、「参加してよかった」「今後も開催して
ほしい」などの意見がありました。

　平成25年度にご協力いただいた赤い羽根共同募金は平成26年度に
千種区の様々な福祉事業において使われます。
　本会では下記の事業に募金を使わせていただいています。

　平成26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、
186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。

いきいき支援センターの取り組みや、千種区内の健康・福祉・介護の
情報など高齢者に役立つ情報をご紹介していきます。ぜひご覧ください！

地域の認知症に関する
取り組みレポート

赤い羽根共同募金の使い道

春岡学区 認知症勉強会

寝具クリーニングサービス事業

　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７年目を迎え、千種区内15学区にて806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、光るペンダントとサンタのお面がついた
笛などで、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。

キラキラ★サンタ事業 ～つながる・ひろがる・かよいあう～

自分たちが暮らすまちで、気軽に認知症について学びあえる場を作りたい！

Facebookページ
　URL：https://www.facebook.com/chikusakuseibu

　10月29日(水)に、認知症勉強会が、春岡学区福祉推進協議会の主催で、春岡コミュニティセンター
にて行われました。前半は、認知症サポート医である黒川医院の黒川豊先生に、老化によるもの忘れと
認知症によるもの忘れの違い、認知症の早期発見のポイントなどを分かりやすくお話いただきました。
　後半は、認知症のご家族を介護された経験者のお話をもとに、介護する方の思いを共有し意見交換を
する座談会が行われました。勉強会には、私たち西部いきいき支援センターも参加させていただき、
活動紹介や会場のみなさんのご質問にお答えしました。
　千種区は、市民講座（毎月開催）やシンポジウムなど、認知症について学ぶ場がたくさんあります。
しかし春岡学区では、

　みなさんの地域でも、認知症についての学習会にぜひ取り組ん
でみませんか？身近なところで、みなさんが認知症をはじめ福祉に
ついて理解を深め、連携しあいながら見守りの“わ”を作っていく
活動を私たち西部いきいき支援センターや社会福祉協議会はお
手伝いさせていただきます。

　との思いで、勉強会を開催されています。前回は、福祉推進協議会のみなさんで、認知症の方への関わり
方を学ぶ『寸劇』にも挑戦されました。

ちくさあったかカフェ
「高齢者やそのご家族が“ホッ”とできるような、
ひとときをお過ごしいただきたい。」
そんな想いから、「ちくさあったかカフェ」を企画しました。
どなたでもご参加いただけます。
お気軽にお越しください。

日　時 平成27年 3月9日(月）12:30～15:00
場　所 乗西寺（千種区仲田二丁目6-13）
内　容 12：30～　①配食弁当試食会
 13：30～　②アロマを使った小物づくり体験（予定）
 　　 随時　③相談コーナー
対　象 千種区にお住まいの方ならどなたでもご参加いただけます。
 特に、65歳以上の方やそのご家族。または、家族介護を行っている方は大歓迎！
 ※お一人でも、ご家族と一緒でも参加いただけます。
申　込 2月27日(金）までに電話・FAXにて千種区西部いきいきセンターへお申し込みください。
参加費 100円　※配食弁当試食会に参加される方は400円（参加費込み）
主　催 千種区西部いきいき支援センター・千種区社会福祉協議会・千種区ボランティア連絡協議会
協　力 乗西寺

実施報告

開催のお知らせ

千種区西部いきいき支援センターが Facebook を始めました。 人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業

ちくさ防災ひろばちくさ防災ひろば

イベントに協力いただいた機関・団体
名古屋大学災害対策室・減災連携研究センター・名古屋地方気象台・千種警察署・千種消防署・千種区消防団
連合会・千種土木事務所・千種環境事業所・上下水道局千種営業所・東山総合公園・ITネットなごや・名古屋
大学生協防災班・千種区ボランティア連絡協議会



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

2015年2月

第65号
参加期間 ６か月(4月～9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2日(月)～2月27日(金）
問合･申込 千種区社会福祉協議会
 ☎763－1531

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。

ボランティアさん大募集！！

　千種区社会福祉協議会の運営する老人デイサービスセンターでは、
11月に開催された老人福祉施設作品展にゴッホの「ひまわり」の立
体制作物やゴッホの自画像の模写など、デイサービスをご利用されて
いる皆様の力作が展示され、「中部善意銀行賞」をいただきました。
　現在、これらの作品は、在宅サービスセンター１階に展示されてお
りますので、お気軽にお立ち寄りください。 　「社協はいいことしているんだから、もっと住民のみなさんに知って

もらわなきゃ！」
　この企画は、住民のみなさんと話し合い、進める「第3次地域福祉
活動計画」の中で、生まれました。
　そこで、「文字だけでは、なかなか伝わらない！」と親しみやすくて
インパクトのある「４コマ漫画」を採用しました。
　そして、漫画の制作は、あいち造形デザイン専門学校に相談し、
まんが科２年生小林実央さんはじめ学生７名にご協力いただくことに
なりました。
　今後、学生さんたちの発想を取り入れながら、
社協の活動をわかりやすく伝え、PRしていきますので、
お楽しみください。

　千種区社会福祉協議会のデイサービス
で活躍する調理ボランティア『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。

※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
以上できる方は、ぜひご応募ください。（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。）

「中部善意銀行賞」をいただきました！！

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9月30日～
　　　平成27年1月30日＞

●大橋 一弘 様　●匿名 ２名 様

あいち造形デザイン専門学校とコラボ企画
新連載

千種区社会福祉協議会

まんが科
学生の声

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。

キャラクターデザイン担当
あいち造形デザイン専門学校

２年生
小林 実央さん

　今月号からあいち造形デザイン専門学校の協力で社協の活動を
わかりやすく おもしろく 楽しんで 伝える４コマ漫画
「千種区社協ものがたり」が始まります。

今回、非常に貴重な体験を
させていただき光栄です。

あいち造形のみんなで気合いを
入れて描きますので、
よろしくお願いします。

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27年度前期 参加者募集！平成27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。

参加期間 ６か月(4月～9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2日(月)～2月27日(金）
問合･申込 千種区社会福祉協議会
 ☎763－1531

火曜日 午前 千種区在宅サービスセンター（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 内山コミュニティセンター（内山1-4-15）

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（仲田二丁目6-13）

金曜日 午前 サンクレア池下（覚王山通8-70-1）
 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千種区社会福祉協議会が受託した事業です。
  平成２７年度予算の状況によっては事業内容が変更となる場合があります。 ●午前＝１０：００～１２：００　　●午後＝１：3０～３：3０

会　　　場実施日程

気軽に楽しくボランティアをしてみませんか？

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

善意の小箱善意の小箱

｢４コマ漫画｣スタートします！

感謝状進呈式感謝状進呈式

漫画制作のご協力のお礼と期待を込めて
感謝状を進呈いたしました。

第65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65号

千種区社協 検索


