
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。
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住民懇談会で、地域の情報やこれからの地域づくり
について意見交換を行いました。参加者からサロ
ンを作ってはどうかとの声が挙がりました。

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。
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　千種区社会福祉協議会では、住民の地域活動を通じて住民同士の支え合いへと発展し
ていくモデルを、地域福祉活動計画の住民委員とともに実践・検証を進めています。
　この取り組みの中で成果のあった、自治会を実施主体としたサロンの立ち上げモデルに
ついて簡単にご紹介します。※2

　千種区社会福祉協議会では、現在、第３次地域福祉活動
計画を推進しており、その計画の実施項目の一つとして
「団体同士の連携に向けた提案」があります。
　この度、千種区手をつなぐ育成会の活動に千種図書館
による「お話し会」の企画を調整し、５月に開催されました。
　千種区手をつなぐ育成会・松本律子会長は「知的障がい
者の方のことを地域に理解してもらえる機会になって良
かった」と、参加された皆さんからは「楽しい時間を過ごせ
て良かった」と喜ばれていました。
　今後も各種団体が協働することで、お互いの団体の理
解が進み、活動の幅が広がるよう努めて参ります。

「千種区手をつなぐ育成会」と
「千種図書館」のコラボ（連携）企画！
「千種区手をつなぐ育成会」と
「千種図書館」のコラボ（連携）企画！ みなさんのサロンの

名前を決めましょう!

花の名前とか
どうかしら?

バラ…
ひまわり…

なでしことか?

このサロンは
今日から…

翌日
さあ
　さっそく練習よ!!

そっちのなでしこじゃ
ないです…

に決定です!

いいですね!みなさんに
ピッタリです!

千種区に日本代表!?
「こんなサロンできました！」

サロン立ち上げ前のイベントとして、認知症
に関する映画上映と簡単な介護予防に関す
る講座を行いました。

名古屋市社会福祉協議会の開設助成金を活用し、サロンが立ち上がりました。
月1回の住民集いの場となります。なお、初回は介護予防体操とオカリナ演奏でした。

◆新たに、名古屋市・名古屋市社会福祉協議会によるサロン運営に関する助成金が整備されました。
◆サロン活動に関わる方、興味のある方向けのイベントを開催します。ぜひご参加ください。

「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3月24日～平成27年6月19日＞

(作)あいち造形デザイン専門学校
まんが科　鈴木　来瑠実さん

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●匿名　１名 様

善意の小箱善意の小箱

次
頁
へ

ste
p1

step2

step3

※１ 本紙でいうサロン活動とは、地域交流や孤立防止等を目的に行われる定期的な集いの場を指し、一定の公益性のある活動を指します。
※２ 地域福祉活動計画住民委員の調整のもと、高見学区にありますサンマンション千種公園自治会にご協力をいただき実践活動を行いました。

※１

第67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67号

千種区社協 検索



事業報告平成26年度

総合相談・権利擁護相談 1,145 件
包括的・継続的マネジメント 570 件
介護予防マネジメント 135 件
予防給付マネジメントお客様延人数 8,472 名
見守り支援事業活動　電話・面接 518 件
本人宅訪問延べ 110 件
認知症コールセンター延相談 1,249 件

支出
（千円）

収入
（千円）

平
成
26
年
度 

決
算
の
ご
報
告

・第３次地域福祉活動計画推進委員会２回
・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216件、登録人数 4,313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 25件、述べ参加人数 1,601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 1,385件、利用延人数 17,121名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　参加者延人数 6,599名
・デイサービス事業の運営
　お客様延人数 5,865名
・共同募金配分金助成事業
　54件、944万円
・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
賛助会員募集／点訳ボランティア養成講座

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
ボラＮＰＯ応援助成公開プレゼンテーション

料理にチャレンジ２０１４
(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）

寝具クリーニングサービス事業
ちくさ防災ひろば
(人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業)

歳末たすけあい募金募集
サンタクロース派遣事業

｢はなみずきのまちだより」発行

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

傾聴ボランティア養成講座1月

会費収入 5,947 人件費支出 129,571
寄付金収入 3,689 事業費支出 32,040
補助金収入 56,051 事務費支出 20,543
助成金収入 84,819 助成金支出 16,454
事業収入 1,831 負担出支出 4,560 
負担金収入 4,503 借入金償還支出 9,615 
介護保険収入 57,152 積立資産支出 7,331 
借入金利息補助金収入 9,615 その他 844 
雑収入 548 小　計 220,958 
受取利息収入 1,870 次年度繰越金 42,442 
前期繰越金 37,348 支出合計 263,400
その他 27
収入合計 263,400

訪問介護事業：お客様延人数 5,165名
延サービス提供時間 51,031時間
居宅介護支援事業：お客様延人数 3,808名

○千種区介護保険事業所

ふれあい・いきいきサロン整備助成金の概要ふれあい・いきいきサロン整備助成金の概要

「ちくさサロン活動者ミーティング」を開催します！

ちくさ ボランティアカフェ

日　時　9月1日(火）14：00～16：00　＊13：30から開場

場　所　千種区役所講堂
対　象　区内のサロン活動者（主催者や従事ボランティア）又は興味のある方
内　容　超高齢社会の地域の支え合いについて、サロン活動者等の意見交換などを行います。
 また、上記「ふれあい・いきいきサロン整備助成金」の説明も併せて行います。
申込み　８月11日(火）から受付。千種区社会福祉協議会あてに氏名・連絡先（サロン活動者の場合は、
 サロン名、高齢・障がい・子育て等対象区分、活動学区）をご連絡ください。
定　員 100名（先着順。複数の参加のある団体については、制限することがあります｡）

この事業は「赤い羽根共同募金配分金」を
財源として行われます。

開設助成金
内　　容

参加対象

実施場所

実施回数

参加人数

助 成 額

申請時期

そ の 他

運営助成金

月1回以上、定期的に

5人以上

5万円

①5人以上 ②25人以上※高齢者のみ

①月2千円

随時受付 半期ごとに受付

＊詳細は、千種区社会福祉協議会まで

②月1万円※高齢者のみ

月2回以上、定期的に

市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子など （＊原則として新たな参加者を拒まないこと）

コミュニティセンター、集会所、社務所、福祉施設など地域の身近な場所

申請の条件

サロン運営の実績に対する助成サロン開設に際し、必要な物品購入経費に対する助成

助成件数には限りがあります。なお、領収書（開設助成金）、参加者名簿（運営助成金）等、添付書類が必要となります。

地域団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉施設、企業等、多様な活動主体が営利を目的とせずに実施する場合。

ボランティアさん
大募集！！
ボランティアさん
大募集！！

※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。）

　★特に月曜日・木曜日に活動できる方大募集！！

気軽に楽しくボランティアをしてみませんか？

日　　時 7月12日（日） 10：00～14：00
内　　容 ボランティアカフェ・点訳ボランティアてんとう虫による点訳体験（10：00～12：00）
 月木会によるお弁当の提供（11：30～13：00）・ボランティア相談コーナー
場　　所 生協生活文化会館（コープあいち）　千種区稲舟通1-39
 ※駐車場はありません。  地下鉄「本山」駅4番出口より南へ徒歩約2分

費　　用 カフェ 100円／お弁当 500円 20食限定！（お弁当は事前申込が必要です。）

申込期間 ７月10日（金）締切（先着順） （お弁当申込み）千種区社会福祉協議会まで

千種区社会福祉協議会　TEL 052-763-1531　FAX 052-763-1547
※平日8：45～17:30の間にご連絡をお願いします。

　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』

お問い合わせ・申込み

主催  千種区ボランティア連絡協議会　 協力  千種区社会福祉協議会

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
 （地域包括支援センター）

○千種区社会福祉協議会

第67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67号



事業報告平成26年度

総合相談・権利擁護相談 1,145 件
包括的・継続的マネジメント 570 件
介護予防マネジメント 135 件
予防給付マネジメントお客様延人数 8,472 名
見守り支援事業活動　電話・面接 518 件
本人宅訪問延べ 110 件
認知症コールセンター延相談 1,249 件

支出
（千円）

収入
（千円）
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告

・第３次地域福祉活動計画推進委員会２回
・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216件、登録人数 4,313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 25件、述べ参加人数 1,601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 1,385件、利用延人数 17,121名
・高齢者はつらつ長寿推進事業
　参加者延人数 6,599名
・デイサービス事業の運営
　お客様延人数 5,865名
・共同募金配分金助成事業
　54件、944万円
・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
賛助会員募集／点訳ボランティア養成講座

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
ボラＮＰＯ応援助成公開プレゼンテーション

料理にチャレンジ２０１４
(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）

寝具クリーニングサービス事業
ちくさ防災ひろば
(人権尊重のまちづくり・男女平等参画推進事業)

歳末たすけあい募金募集
サンタクロース派遣事業

｢はなみずきのまちだより」発行

4月
5月
6月

7月

8月

10月

11月

12月

2月

傾聴ボランティア養成講座1月

会費収入 5,947 人件費支出 129,571
寄付金収入 3,689 事業費支出 32,040
補助金収入 56,051 事務費支出 20,543
助成金収入 84,819 助成金支出 16,454
事業収入 1,831 負担出支出 4,560 
負担金収入 4,503 借入金償還支出 9,615 
介護保険収入 57,152 積立資産支出 7,331 
借入金利息補助金収入 9,615 その他 844 
雑収入 548 小　計 220,958 
受取利息収入 1,870 次年度繰越金 42,442 
前期繰越金 37,348 支出合計 263,400
その他 27
収入合計 263,400

訪問介護事業：お客様延人数 5,165名
延サービス提供時間 51,031時間
居宅介護支援事業：お客様延人数 3,808名

○千種区介護保険事業所

ふれあい・いきいきサロン整備助成金の概要ふれあい・いきいきサロン整備助成金の概要

「ちくさサロン活動者ミーティング」を開催します！

ちくさ ボランティアカフェ

日　時　9月1日(火）14：00～16：00　＊13：30から開場

場　所　千種区役所講堂
対　象　区内のサロン活動者（主催者や従事ボランティア）又は興味のある方
内　容　超高齢社会の地域の支え合いについて、サロン活動者等の意見交換などを行います。
 また、上記「ふれあい・いきいきサロン整備助成金」の説明も併せて行います。
申込み　８月11日(火）から受付。千種区社会福祉協議会あてに氏名・連絡先（サロン活動者の場合は、
 サロン名、高齢・障がい・子育て等対象区分、活動学区）をご連絡ください。
定　員 100名（先着順。複数の参加のある団体については、制限することがあります｡）

この事業は「赤い羽根共同募金配分金」を
財源として行われます。

開設助成金
内　　容

参加対象

実施場所

実施回数

参加人数

助 成 額

申請時期

そ の 他

運営助成金

月1回以上、定期的に

5人以上

5万円

①5人以上 ②25人以上※高齢者のみ

①月2千円

随時受付 半期ごとに受付

＊詳細は、千種区社会福祉協議会まで

②月1万円※高齢者のみ

月2回以上、定期的に

市内在住の高齢者、障がい者、子育て中の親子など （＊原則として新たな参加者を拒まないこと）

コミュニティセンター、集会所、社務所、福祉施設など地域の身近な場所

申請の条件

サロン運営の実績に対する助成サロン開設に際し、必要な物品購入経費に対する助成

助成件数には限りがあります。なお、領収書（開設助成金）、参加者名簿（運営助成金）等、添付書類が必要となります。

地域団体、ボランティア団体、NPO法人、社会福祉施設、企業等、多様な活動主体が営利を目的とせずに実施する場合。

ボランティアさん
大募集！！
ボランティアさん
大募集！！

※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。）

　★特に月曜日・木曜日に活動できる方大募集！！

気軽に楽しくボランティアをしてみませんか？

日　　時 7月12日（日） 10：00～14：00
内　　容 ボランティアカフェ・点訳ボランティアてんとう虫による点訳体験（10：00～12：00）
 月木会によるお弁当の提供（11：30～13：00）・ボランティア相談コーナー
場　　所 生協生活文化会館（コープあいち）　千種区稲舟通1-39
 ※駐車場はありません。  地下鉄「本山」駅4番出口より南へ徒歩約2分

費　　用 カフェ 100円／お弁当 500円 20食限定！（お弁当は事前申込が必要です。）

申込期間 ７月10日（金）締切（先着順） （お弁当申込み）千種区社会福祉協議会まで

千種区社会福祉協議会　TEL 052-763-1531　FAX 052-763-1547
※平日8：45～17:30の間にご連絡をお願いします。

　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』

お問い合わせ・申込み

主催  千種区ボランティア連絡協議会　 協力  千種区社会福祉協議会
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○千種区西部いきいき支援センター
 （地域包括支援センター）

○千種区社会福祉協議会

第67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67号



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

2015年7月

第67号

住民懇談会で、地域の情報やこれからの地域づくり
について意見交換を行いました。参加者からサロ
ンを作ってはどうかとの声が挙がりました。

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。

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
【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

　千種区社会福祉協議会では、住民の地域活動を通じて住民同士の支え合いへと発展し
ていくモデルを、地域福祉活動計画の住民委員とともに実践・検証を進めています。
　この取り組みの中で成果のあった、自治会を実施主体としたサロンの立ち上げモデルに
ついて簡単にご紹介します。※2

　千種区社会福祉協議会では、現在、第３次地域福祉活動
計画を推進しており、その計画の実施項目の一つとして
「団体同士の連携に向けた提案」があります。
　この度、千種区手をつなぐ育成会の活動に千種図書館
による「お話し会」の企画を調整し、５月に開催されました。
　千種区手をつなぐ育成会・松本律子会長は「知的障がい
者の方のことを地域に理解してもらえる機会になって良
かった」と、参加された皆さんからは「楽しい時間を過ごせ
て良かった」と喜ばれていました。
　今後も各種団体が協働することで、お互いの団体の理
解が進み、活動の幅が広がるよう努めて参ります。

「千種区手をつなぐ育成会」と
「千種図書館」のコラボ（連携）企画！
「千種区手をつなぐ育成会」と
「千種図書館」のコラボ（連携）企画！ みなさんのサロンの

名前を決めましょう!

花の名前とか
どうかしら?

バラ…
ひまわり…

なでしことか?

このサロンは
今日から…

翌日
さあ
　さっそく練習よ!!

そっちのなでしこじゃ
ないです…

に決定です!

いいですね!みなさんに
ピッタリです!

千種区に日本代表!?
「こんなサロンできました！」

サロン立ち上げ前のイベントとして、認知症
に関する映画上映と簡単な介護予防に関す
る講座を行いました。

名古屋市社会福祉協議会の開設助成金を活用し、サロンが立ち上がりました。
月1回の住民集いの場となります。なお、初回は介護予防体操とオカリナ演奏でした。

◆新たに、名古屋市・名古屋市社会福祉協議会によるサロン運営に関する助成金が整備されました。
◆サロン活動に関わる方、興味のある方向けのイベントを開催します。ぜひご参加ください。

「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3月24日～平成27年6月19日＞

(作)あいち造形デザイン専門学校
まんが科　鈴木　来瑠実さん

●名古屋ヤクルト販売株式会社 様
●匿名　１名 様

善意の小箱善意の小箱
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※１ 本紙でいうサロン活動とは、地域交流や孤立防止等を目的に行われる定期的な集いの場を指し、一定の公益性のある活動を指します。
※２ 地域福祉活動計画住民委員の調整のもと、高見学区にありますサンマンション千種公園自治会にご協力をいただき実践活動を行いました。

※１
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