
平成２７年２月２０日（金）に生命保険
協会　愛知県協会様より福祉巡回
軽車両「ふれあい号」のご寄贈を
いただきました。

「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27年1月31日～平成27年3月24日＞

●生命保険協会　愛知県協会 様　●ひのでの会 様
●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 今池店 様
●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 アピタ千代田橋店 様

善意の小箱善意の小箱

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

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。

※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。）

個人 （年間） 1口  500円 （年間）
法人･団体 （年間） 1口  5,000円 （年間）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27年度　千種区社会福祉協議会 平成27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

【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

ボランティア養成講座
開催経費

福祉教育の器具・
機材経費

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。

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!!

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　
地域福祉推進を目指す事業で、平成28年3月31
日までに、千種区内で実施するもの。
総額65万円 （１団体：最高10万円）
6月12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。助
成時期は、７月下旬を予定。

詳しい内容は下記まで
千種区社会福祉協議会　電話７６３－１５３1

赤い羽根共同募金配分金を活用した赤い羽根共同募金配分金を活用した

方　　法

助成金額

対象事業

対象団体

誰もが安心して
暮らせるまちを
つくる

子育てやシニアの
活動を応援する

賛助会員さんに

今なら先着10名様に
この次長プロマイドを
プレゼント!! いらんことは

やめて
下さい!

ほしい…

千種区の
活動は、
支えられて
います!

賛助会員!!

賛助会員!!

「賛助会員!」

※

実
際
は
プ
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縁の下の力持ち

第66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66号

千種区社協 検索



収入 支出

平成27年度 予算のあらまし平成27年度 予算のあらまし
会費収入 6,100
寄付金収入 772
経常経費補助金収入 54,505
受託金収入 88,735
貸付事業収入 200
事業収入 2,980
負担金収入 1,886
介護保険収入 58,470
借入金利息償還補助金収入 539
受取利息配当金収入 1,902
その他 470
施設設備等収入 8,891
拠点区分間繰入金収入 2,472
前期繰越金 30,313
収入合計 258,235

（千円）

人件費支出 140,179
事業費支出 38,689
事務費支出 33,724
助成金支出 17,093
負担金支出 2,178
支払利息支出 539
施設設備等支出 11,891
その他 11,442
予備費 2,500
 

 

支出合計 258,235

（千円）

　平成27年度も引きつづき、５か年計画「第３次地域福祉活動計画」を推進し、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27年度 事業計画のあらまし千種区社会福祉協議会　平成27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、
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）
ひとり親家庭の子どもへの学習サポートモデル事業

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

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等を社会福祉
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 11,227,905円
歳末たすけあい募金 982,111円
　　　合　計 12,210,016円

平成26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

　趣味活動や健康づくり活動等を、仲間と一緒に行うことで、よりいっそう豊かな人生が過ご
せるかもしれません。
　千種区社会福祉協議会では、現在、第３次地域福祉活動計画にもとづく活動の一環として、
住民の皆様が主体的に行うサロンづくりに取り組んでいます。
　これらの活動で培ったノウハウをもとに、千種区の様々な地域へサロンづくりの輪を広げて
いきたいと考えていますので、サロンづくりに挑戦したい方・協力したい方がありましたらご
連絡ください。

　『まずはとにかくやってみなければ始まらない！』マン
ション住民の方々の声で始まったこのサロン。
　開催に先立ち、自治会と社会福祉協議会が住民自由参加
の懇談会を開催して、どんなサロンにしていきたいか、話
し合いを行いました。「サロンに来たくても来れない方はど
うしたらよいだろうか」などのご意見もあり、近隣のつな
がりや支え合い活動へ発展していく可能性を感じました。

　高齢者やそのご家族が、ホッとできるようなひとときを
過ごしていただけるような場所を！との想いで、「ちくさ
あったかカフェ」を乗西寺(高見学区)で開催しました｡
　ボランティアグループ「月木会」の配食弁当の試食や、
アロマを使った小物づくり、ハンドマッサージなどを企画
しました。
　当日は、25名以上の方にご参加いただきました。コー
ヒーやお茶を飲みながら話が弾み、認知症のご家族と一緒
に参加された方は、伴に外出できる機会があってありがた
いとおっしゃっていました。

「さんさんサロン」「さんさんサロン」自治会と連携して生まれた

「ちくさあったかカフェ」「ちくさあったかカフェ」千種区ボランティア連絡協議会と
一緒に作り上げた

空き家を活用！！
そこで生まれた 「すずめのお宿」「すずめのお宿」
　平成27年１月28日(水)、千代田橋学区で空き家を活
用したサロン「すずめのお宿」がオープンしました！
　地域にはいろいろなサロンがありますが、一軒家を活
用したサロンはどこか雰囲気が違っていて、まるで我が
家に人が集まってくるような感じです。今後も多くの
方々が訪れ、ふれあいの輪が広がっていくことを期待し
たいと思います。

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

⑦

学区ぐるみで活動を後押し

ひろがる

地域密着型

テーマ型

「ふれあい・いきいきサロン」「ふれあい・いきいきサロン」
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収入 支出

平成27年度 予算のあらまし平成27年度 予算のあらまし
会費収入 6,100
寄付金収入 772
経常経費補助金収入 54,505
受託金収入 88,735
貸付事業収入 200
事業収入 2,980
負担金収入 1,886
介護保険収入 58,470
借入金利息償還補助金収入 539
受取利息配当金収入 1,902
その他 470
施設設備等収入 8,891
拠点区分間繰入金収入 2,472
前期繰越金 30,313
収入合計 258,235

（千円）

人件費支出 140,179
事業費支出 38,689
事務費支出 33,724
助成金支出 17,093
負担金支出 2,178
支払利息支出 539
施設設備等支出 11,891
その他 11,442
予備費 2,500
 

 

支出合計 258,235

（千円）

　平成27年度も引きつづき、５か年計画「第３次地域福祉活動計画」を推進し、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27年度 事業計画のあらまし千種区社会福祉協議会　平成27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、
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）
ひとり親家庭の子どもへの学習サポートモデル事業

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

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等を社会福祉
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 11,227,905円
歳末たすけあい募金 982,111円
　　　合　計 12,210,016円

平成26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

　趣味活動や健康づくり活動等を、仲間と一緒に行うことで、よりいっそう豊かな人生が過ご
せるかもしれません。
　千種区社会福祉協議会では、現在、第３次地域福祉活動計画にもとづく活動の一環として、
住民の皆様が主体的に行うサロンづくりに取り組んでいます。
　これらの活動で培ったノウハウをもとに、千種区の様々な地域へサロンづくりの輪を広げて
いきたいと考えていますので、サロンづくりに挑戦したい方・協力したい方がありましたらご
連絡ください。

　『まずはとにかくやってみなければ始まらない！』マン
ション住民の方々の声で始まったこのサロン。
　開催に先立ち、自治会と社会福祉協議会が住民自由参加
の懇談会を開催して、どんなサロンにしていきたいか、話
し合いを行いました。「サロンに来たくても来れない方はど
うしたらよいだろうか」などのご意見もあり、近隣のつな
がりや支え合い活動へ発展していく可能性を感じました。

　高齢者やそのご家族が、ホッとできるようなひとときを
過ごしていただけるような場所を！との想いで、「ちくさ
あったかカフェ」を乗西寺(高見学区)で開催しました｡
　ボランティアグループ「月木会」の配食弁当の試食や、
アロマを使った小物づくり、ハンドマッサージなどを企画
しました。
　当日は、25名以上の方にご参加いただきました。コー
ヒーやお茶を飲みながら話が弾み、認知症のご家族と一緒
に参加された方は、伴に外出できる機会があってありがた
いとおっしゃっていました。

「さんさんサロン」「さんさんサロン」自治会と連携して生まれた

「ちくさあったかカフェ」「ちくさあったかカフェ」千種区ボランティア連絡協議会と
一緒に作り上げた

空き家を活用！！
そこで生まれた 「すずめのお宿」「すずめのお宿」
　平成27年１月28日(水)、千代田橋学区で空き家を活
用したサロン「すずめのお宿」がオープンしました！
　地域にはいろいろなサロンがありますが、一軒家を活
用したサロンはどこか雰囲気が違っていて、まるで我が
家に人が集まってくるような感じです。今後も多くの
方々が訪れ、ふれあいの輪が広がっていくことを期待し
たいと思います。

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

⑦

学区ぐるみで活動を後押し

ひろがる

地域密着型

テーマ型

「ふれあい・いきいきサロン」「ふれあい・いきいきサロン」

第66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66号



平成２７年２月２０日（金）に生命保険
協会　愛知県協会様より福祉巡回
軽車両「ふれあい号」のご寄贈を
いただきました。

「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27年1月31日～平成27年3月24日＞

●生命保険協会　愛知県協会 様　●ひのでの会 様
●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア 今池店 様
●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 アピタ千代田橋店 様

善意の小箱善意の小箱

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

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
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第66号

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

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。

※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。）

個人 （年間） 1口  500円 （年間）
法人･団体 （年間） 1口  5,000円 （年間）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27年度　千種区社会福祉協議会 平成27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

【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

ボランティア養成講座
開催経費

福祉教育の器具・
機材経費

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。

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!!

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　
地域福祉推進を目指す事業で、平成28年3月31
日までに、千種区内で実施するもの。
総額65万円 （１団体：最高10万円）
6月12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。助
成時期は、７月下旬を予定。

詳しい内容は下記まで
千種区社会福祉協議会　電話７６３－１５３1

赤い羽根共同募金配分金を活用した赤い羽根共同募金配分金を活用した

方　　法

助成金額

対象事業

対象団体

誰もが安心して
暮らせるまちを
つくる

子育てやシニアの
活動を応援する

賛助会員さんに

今なら先着10名様に
この次長プロマイドを
プレゼント!! いらんことは

やめて
下さい!

ほしい…

千種区の
活動は、
支えられて
います!

賛助会員!!

賛助会員!!

「賛助会員!」
※

実
際
は
プ
ロ
マ
イ
ド
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
行
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

縁の下の力持ち
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