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千種区社協 検索

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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第67回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第67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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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
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「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6月20日～平成27年9月27日〉

幸せの赤い鳥！？

(作)あいち造形デザイン専門学校
研究科 山田　悠衣さん

善意の小箱善意の小箱

　平成27年６月19日（金）に
区役所講堂にて、上記団体様
が「チャリティーバザー」を
実施され、その収益金の一部
を本会に寄付していただきま
した。

●千種区地域女性団体連絡協議会 様

　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。

●株式会社 美濃庄　代表取締役 長村 庄太郎 様
●名古屋ヤクルト販売株式会社 様　●匿名１名様

　日本国内でのボランティア活動中、ボランティア自身がけがをし
た（傷害事故）、他人をケガさせてしまった（賠償事故）などの事故
を幅広く補償します。

ボランティア活動保険の加入はお済みですか？

特徴
活動場所と自宅との往復途上の事故も補償
地震など天災によるけがも補償
★基本保険料　Aタイプ ２５０円（年間）から

※保険の詳細は、専用パンフレットをご用意しております。お気軽にお問合せください。
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＊予定枚数に達した時点で終了となります。

クリアファイル デザイン（例）

窓 口 受 付
千種区社会福祉協議会
千種児童館

対象イベント
「妖怪ウォッチ」クリアファイル 全２種類

区民まつり（10月４日）
花＊花まつり（10月25日）

ⓒL5/YMP・TX

「妖怪ウォッチ」は
赤い羽根共同募金を
応援しています。

「妖怪ウォッチ」は
赤い羽根共同募金を
応援しています。

対象イベントや受付窓口において２００円以上
寄付をいただいた方に１枚差し上げます。

東山小学校4年生

加藤　万奈
春岡小学校5年生

阪野　由珠
振甫中学校1年生

渡邉　優芽
千種台中学校2年生

小島　芽依

星ヶ丘小学校1年生

赤羽　鳳

東山小学校3年生

清水　貴道

振甫中学校3年生

小川　コナ

東山小学校
1年生
市野 結己

大和小学校
2年生
松野 ゆず

田代小学校
2年生
鈴木 麗世

自由ヶ丘小学校
2年生
近藤 里佳子

大和小学校
3年生
小川 ジョイ

東山小学校
5年生
市野 智己

田代小学校
5年生
杉原 亜実

大和小学校
6年生
松野 みかん

田代小学校
6年生
荻村 音羽

振甫中学校
1年生
熊田 拓海
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★書道・ポスター作品展のご案内★
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
ぞれ入賞・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。
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NHK名古屋放送センタービル１階（プラザ）１０月１日（木）～１３日（火） １０：００～１８：００
最終日のみ１２：００まで

千種区役所１階あじさいひろば

千種図書館

千種区在宅サービスセンター（千種区社会福祉協議会）

１０月１日（木）～８日（木）

１０月10日（土）～３０日（金）

１１月2日（月）～１３日（金）

９：００～１７：００
９：３０～１９：００（火～土）
９：３０～１７：００（日・祝）
最終日のみ１２：００まで
９：００～１７：００

●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。

展 示 日 展示時間 場　　所

展 示 日 展示時間 場　　所

上野小学校3年生

横井　那帆

高見小学校3年生

増田　まひろ

高見小学校4年生

金子　紗千

椙山女学園大学附属
小学校4年生
池田　梨音

高見小学校5年生

増田　涼花

上野小学校5年生

吉川　雅

上野小学校6年生

戸川　瑠菜

高見小学校6年生

山本　涼香

千種台中学校2年生

後藤　菜穂子

千種台中学校3年生

岩瀬　優那

審査員特別賞 銀　　賞 入　選

佳　作

佳　作佳　作佳　作佳　作

赤い羽根共同募金運動が始まりました。

　皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉団体に分配され、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。

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。

「見守り支援事業」とは、ひとり暮らしの高齢者の方などが孤立状態に陥らないよう、地域における見守り活
動を支援することを目的に、いきいき支援センターが名古屋市から委託を受けて行っている事業です。

  いきいき支援センターに専任の見守り支援員が配置されており、訪問や面接により相談を行っています。ご近所
で気になる高齢者の方がいらっしゃいましたら、いきいき支援センターまでご連絡ください。

見守りが必要な方に対し、安否確認
や孤独解消のため、ボランティアと
協力して定期的にお電話します。
利用料金は無料です。

名古屋市高齢者の見守り支援事業

『認知症カフェ』ってなに？『認知症カフェ』ってなに？

地域で孤立しがちな高齢者の方に
必要なサービスをご紹介したり、地
域とのつながりづくり等の支援を行
います。

【内　　容】
カフェを名古屋市に登録していただき、一覧にし
て周知やＰＲをします。
【主な要件】
●実施主体：団体
●頻　　度：年4回以上
●場　　所：市内の一定の場所

「なごや認知症カフェ」登録事業
【内　　容】
カフェを開設しようとする団体に上限5万円まで、
開設に必要な物品購入費を助成します。
【主な要件】
●実施主体：団体
●頻度：月1回以上（1回あたり概ね2時間）
●場所：市内の一定の場所
●期間：3年以上継続実施
●人員：医師、看護師などの医療関係者や社会
福祉士などの介護関係者で相談業務に従事経
験のある方が１名配置されている。

認知症カフェ開設助成事業

～名古屋市で2つの事業が始まっています～

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/FAX781-8346
 ※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/FAX763-1547
 ※千種、千石、内山、高見、春岡、田代、見付学区にお住まいの方。

お問い合わせ先

今池４丁目１４-１１ いのうビル２０２
今池２丁目２３番８号 七福ビル１F
田代本通１-１８ ロア末盛１F
千種２丁目３-２４ サンエースビル３階
稲舟通１-３９
内山１-１３-６ 竹生ハイツ１F
姫池通３丁目２０番地 Lotus覚王山１階A
西崎町２-４-１
仲田２丁目１５番８号（NTビル１F）
大久手町５-１６-１
萱場2-15-25
千代田橋1丁目1番1号
東山通5-108 五月荘
希望ケ丘2丁目3番9号
京命1丁目3番44 号京命ビル1F

月～金（12/28～1/3を除く）※祝日・土曜日は日直対応午前９時～午後６時
月～土（祝日、12/29～1/3を除く）午前８時３０分～午後５時３０分（＊）
月～金（12/30～1/3を除く）※祝日も営業午前９時～午後６時（＊）祝日のみ不在の場合あり
月～金（祝日、12/30～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～土（12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金（12/29～1/3を除く）午前９時～午後６時（＊）時間外については留守番電話対応
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金（祝日、12/31～1/3を除く）午前９時～午後５時３０分（＊）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金午前8時30分～午後5時30分（祝日及び8/12～8/16及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前8時30分～午後5時15分　第1・3・5（土）（＊）午前8時30分～午前12時15分（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前9時～午後5時（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金午前9時～午後5時20分（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前9時～午後6時（祝日及び8/13～8/15及び12/30～1/3を除く）

平成27年10月1日から「高齢者いきいき相談室」が開設されました！
介護保険など高齢者のみなさまに関する身近な相談窓口として開設されています。お気軽にご相談ください。

開設日・開設時間電話番号/FAX番号
732-7760 / 732-7759
735-3881 / 735-3883
751-7776 / 751-6667
744-3909 / 744-3919
746-8302 / 781-8833
734-8812 / 734-8912
761-8321 / 761-8322
763-7842 / 763-1535
732-8412 / 732-8411
745-1503 / 745-4777
722-3982 / 722-3983
711-6236 / 711-6260
781-3292 / 784-5622
752-1552 / 752-1553
760-3155 / 760-3158

住　　所相　談　室　名

（＊）営業時間内に訪問等で不在の場合があります。

有限会社愛和ケアサービス指定居宅介護支援事業所
アライヴ居宅介護支援事業所
エム・ケア介護センター
居宅介護支援事業所太陽・千種
コープあいち福祉サービス本山
彩居宅介護支援事業所
名古屋市千種・東ケアマネージメントセンター
千種区介護保険事業所
ゆうらいふ千種居宅介護支援事業所
ケアネット大久手
てとてと
指定居宅介護支援事業所 ちよだ
和み東山居宅介護支援事業所
なごやかハウス希望ヶ丘居宅介護支援事業所
有限会社千種介護相談所

認知症のご本人やご家族に加え、地域の方や専門職など誰もが気軽に集い、
楽しく過ごしながら、仲間づくりや情報交換をする活動拠点のことです。

●なごや認知症カフェとして一覧に掲載し、イン
ターネット等で広報されます。
●認定ステッカーが進呈されます！

特
典

見守り電話 「いきいきコール」日常の孤立防止

上野小学校
4年生

増田　奈央

椙山女学園大学附属
小学校5年生
島内　天音

東山小学校
6年生

小林　來夏

名古屋大学教育学部附属
中学校2年生
加藤　亜実

自由ヶ丘小学校
3年生

李　亜鑫

振甫中学校
2年生

平賀　千晴

椙山女学園大学附属
中学校1年生
白井　琴望
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　千種図書館の特集コーナーに福祉関係の本が並ぶ他、展示コーナーにおいて福祉に関するお役立
ち情報の紹介や、赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールの入賞作品（書道・ポスター）を展示いたし
ます（愛知県共同募金会へ作品を提出するため、複写での展示となります）。
　また、10月17日（土）には「シニアのためのリフレッシュ体験のご案内」と題して回想法や音読、
紙芝居の講座を実施いたします（先着20名・9月14日～千種区社協へ申込）。
　皆様のご来館をお待ちしております。

「ふくしＰＲキャンペーン in 千種図書館2015」
～千種図書館と千種区社会福祉協議会との連携事業～

平成27年10月10日（土）～10月30日（金）開催期間

寝具クリーニングサービス事業

対 象 者 千種区在住、65歳以上で、布団を干すこと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

お布団を干すことが困難な方を対象に、

清潔で快適な生活を送っていただくことを

目的として、お布団の丸洗いクリーニングを行います。

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います。

申込方法 担当の民生委員さんを通して申込用紙を提出して下さい
申込締切：10月16日（金）
協力：名古屋市民生委員児童委員連盟千種区支部

実施の流れ 11月上旬：業者より「実施日のお知らせ」を郵送
実施日前日：業者よりご自宅へ確認の電話
当日 8 時～10時頃：業者がお布団をお預かり（布団預り証を発行）
当日17時～19時頃：業者がお布団をお届け・お支払い（領収書を発行）

対象寝具 ご本人使用の掛布団・敷布団・毛布を合計３枚まで
＊布団（掛・敷）は２枚まで　＊こたつ布団、マット、シルク素材、電気毛布等は対象外

利 用 料 1,000円（納品時、直接委託業者に支払い下さい）
＊羽毛布団は１枚につき500円の追加料金が必要
＊生活保護世帯の方は無料　＊毛布１枚の方は無料

募集人数 200人（申込多数の場合は抽選）

委託業者 有限会社 ダイユー　※訪問の際は必ず身分証明書を提示します ※寝具の販売等は一切いたしません

実施期間 11月中旬～11月末

◉認知症家族教室
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。

◉家族サロン（憩いの場）

◉認知症サポーター養成講座
　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」を実施しています。

東　部 西　部

10/21㊌

11/12㊍

12/16㊌

  1 /20㊌

  2 /17㊌

ようこそ家族教室へ

認知症について正しく理解しよう　

介護保険サービスなどについて知ろう

認知症の方へのかかわりについて学ぼう

介護体験を聞こう

講師：いきいき支援センター職員

講師：いきいき支援センター職員

講師：介護施設等で認知症介護に携わる専門職

講師：認知症の人と家族の会

10/22㊍

11/26㊍

12/24㊍

  1 /14㊍

  2 /18㊍

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

開催日 申込
期限

11/26㊍、1/28㊍、3/24㊍東部

10/14㊌、12/9㊌、2/10㊌西部

１０/19（月）東部 １０/20（火） 西部

10/26㊊、11/16㊊、12/21㊊、1/25㊊、
2/22㊊、3/28㊊

西部

10/15㊍、11/19㊍、12/17㊍、1/21㊍、
2/18㊍、3/17㊍

東部

認知症高齢者を介護する家族支援事業
参加費
無料

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。皆様のご参加をお待ちしております。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

毎月1回 時　間 午後１時半から３時半

定　員 20名

開催日 毎月1回

時　間 午後１時半から３時半

開催日 毎月1回

時　間 午後２時から３時半

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。

◉医師（もの忘れ相談医）の専門相談

10/23㊎、11/27㊎、12/18㊎、1/22㊎、
2/26㊎、3/25㊎

西部

10/20㊋、11/17㊋、12/15㊋、1/19㊋、
2/16㊋、3/15㊋

東部

開催日 毎月1回

時　間 午後2時から３時半 定　員 3名（先着順）

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。

※それ以降はご相談ください。

平成27年度下半期

開催日の前日までに

お申し込みください
。

講師：黒川医院院長 黒川　豊 先生
（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）

　第68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68号



　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、非営利の
団体(ボランティア団体・NP０団体)が、区内で実施する「助け合い・支え合い」活動に対して、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段階の審査を行い、助成団体・金額を決定しました。
　今年度は、書類審査を通過したボランティア団体・NP０団体、計１０団体が活動内容をわかりやすくまとめた
パネルやアンケート結果の報告、実演形式の発表など工夫を凝らしたプレゼンテーションが行われました。
　発表後は、申請団体がお互いの活動を知り合う交流会を設け、団体同士のネットワークづくりの機会となり
ました。皆様からいただいた募金を大切に、千種区の町を良くする活動を応援していきます。

～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
赤い羽根共同募金が活かされています！

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 ７月１１日（土）開催

しました！

審査結果は下記のと
おりです。

妊娠中から知っておきたい子育て講座
～育児に不安を抱えているママたちのために～

65,000円

NPO法人名古屋コダーイセンター

だれもが安心して幸せに生活できる“まち”づくりをめざして
「高見まちづくり構想」実現のために

60,000円

高見まちづくりを考える会

親子もちつき大会と花餅作り

55,000円

若水おやじの会

子育て中の母親と子育ち支援

35,000円

子育て支援グループ グレープ

交流講座・子育てサロン・活躍の場イベント

50,000円

ママ・スタートクラブ 千種支部
65,000円

THE EARTH TREE

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

THE EARTH TREE CLUB
（子どもの創造力などを養うイベント）の開催

70,000円

千種パソコン支援ボランティア

講演会の開催・防犯パトロールの実施・
道路沿線の清掃

60,000円

あじさいグループ

懐かしい紙芝居で楽しもう

65,000円

グループきらら

「わくわくＯＲＩＧＡＭＩ（折り紙）」教室の開催

70,000円

ＯＲＩＧＡＭＩ（折り紙）クラブ

「ちくさサロン担い手養成講座」「ちくさサロン担い手養成講座」 参加者募集！

千種区在宅サービスセンター等

１１月６日（金）・１３日（金）　午後１時３０分から３時３０分まで　全２回コース

２０名（先着順）

区内で今後サロンの開設を考えている方・サロンづくりに興味のある方

10月13日（火）から電話にて千種区社会福祉協議会まで

地域の身近な場所で集まって、気軽に楽しくふれあいを深め
るサロンの開設から運営について理解していただく講座です。
サロン開設者との意見交換やサロン見学も予定しています。

日　時

場　所

対　象

定　員

内　容

申込み

千種区初ちくさサロン
活動者ミーティング
ちくさサロン
活動者ミーティング

　千種区でサロン活動者をしている方・サロ
ンに興味がある方が集まって、子育てサロン・
高齢者サロン・共生型サロンのグループごと
に、日ごろの活動での困りごとや解決策を話し
合いました。

　困りごとを各グループで出し、話し合いをしていく中で、「今度
お互いのサロンを見学したいですね」との声が上がっていました。
まさに「つながる・ひろがる・かよいあう」本会地域福祉活動
計画のキャッチフレーズのようにお互いがつながっていけるミー
ティングとなりました。
　今年初めてのミーティングでしたが、「またぜひ参加したい」
「来年度も開催してほしい」との声がアンケート結果からありました。
　また、当日は愛知淑徳大学の黒川文子氏から、サロン活動者へ
のアドバイスなどをいただきました。

９月１日（火）千種区役所講堂

日ごろの困りごとの一例
★子育てサロン★
　「サロンの会場に駐車スペースがなく困っている」

★高齢者サロン★
　「男性の参加者が少ない」、「もっと多くの人に集まってほしい」

愛知淑徳大学　黒川文子氏

第68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68号



　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、非営利の
団体(ボランティア団体・NP０団体)が、区内で実施する「助け合い・支え合い」活動に対して、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段階の審査を行い、助成団体・金額を決定しました。
　今年度は、書類審査を通過したボランティア団体・NP０団体、計１０団体が活動内容をわかりやすくまとめた
パネルやアンケート結果の報告、実演形式の発表など工夫を凝らしたプレゼンテーションが行われました。
　発表後は、申請団体がお互いの活動を知り合う交流会を設け、団体同士のネットワークづくりの機会となり
ました。皆様からいただいた募金を大切に、千種区の町を良くする活動を応援していきます。

～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
赤い羽根共同募金が活かされています！

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 ７月１１日（土）開催

しました！

審査結果は下記のと
おりです。

妊娠中から知っておきたい子育て講座
～育児に不安を抱えているママたちのために～

65,000円

NPO法人名古屋コダーイセンター

だれもが安心して幸せに生活できる“まち”づくりをめざして
「高見まちづくり構想」実現のために

60,000円

高見まちづくりを考える会

親子もちつき大会と花餅作り

55,000円

若水おやじの会

子育て中の母親と子育ち支援

35,000円

子育て支援グループ グレープ

交流講座・子育てサロン・活躍の場イベント

50,000円

ママ・スタートクラブ 千種支部
65,000円

THE EARTH TREE

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

THE EARTH TREE CLUB
（子どもの創造力などを養うイベント）の開催

70,000円

千種パソコン支援ボランティア

講演会の開催・防犯パトロールの実施・
道路沿線の清掃
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10月13日（火）から電話にて千種区社会福祉協議会まで

地域の身近な場所で集まって、気軽に楽しくふれあいを深め
るサロンの開設から運営について理解していただく講座です。
サロン開設者との意見交換やサロン見学も予定しています。
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活動者ミーティング
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　千種区でサロン活動者をしている方・サロ
ンに興味がある方が集まって、子育てサロン・
高齢者サロン・共生型サロンのグループごと
に、日ごろの活動での困りごとや解決策を話し
合いました。

　困りごとを各グループで出し、話し合いをしていく中で、「今度
お互いのサロンを見学したいですね」との声が上がっていました。
まさに「つながる・ひろがる・かよいあう」本会地域福祉活動
計画のキャッチフレーズのようにお互いがつながっていけるミー
ティングとなりました。
　今年初めてのミーティングでしたが、「またぜひ参加したい」
「来年度も開催してほしい」との声がアンケート結果からありました。
　また、当日は愛知淑徳大学の黒川文子氏から、サロン活動者へ
のアドバイスなどをいただきました。

９月１日（火）千種区役所講堂

日ごろの困りごとの一例
★子育てサロン★
　「サロンの会場に駐車スペースがなく困っている」

★高齢者サロン★
　「男性の参加者が少ない」、「もっと多くの人に集まってほしい」

愛知淑徳大学　黒川文子氏

第68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68号



　千種図書館の特集コーナーに福祉関係の本が並ぶ他、展示コーナーにおいて福祉に関するお役立
ち情報の紹介や、赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールの入賞作品（書道・ポスター）を展示いたし
ます（愛知県共同募金会へ作品を提出するため、複写での展示となります）。
　また、10月17日（土）には「シニアのためのリフレッシュ体験のご案内」と題して回想法や音読、
紙芝居の講座を実施いたします（先着20名・9月14日～千種区社協へ申込）。
　皆様のご来館をお待ちしております。

「ふくしＰＲキャンペーン in 千種図書館2015」
～千種図書館と千種区社会福祉協議会との連携事業～

平成27年10月10日（土）～10月30日（金）開催期間

寝具クリーニングサービス事業

対 象 者 千種区在住、65歳以上で、布団を干すこと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

お布団を干すことが困難な方を対象に、

清潔で快適な生活を送っていただくことを

目的として、お布団の丸洗いクリーニングを行います。

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います。

申込方法 担当の民生委員さんを通して申込用紙を提出して下さい
申込締切：10月16日（金）
協力：名古屋市民生委員児童委員連盟千種区支部

実施の流れ 11月上旬：業者より「実施日のお知らせ」を郵送
実施日前日：業者よりご自宅へ確認の電話
当日 8 時～10時頃：業者がお布団をお預かり（布団預り証を発行）
当日17時～19時頃：業者がお布団をお届け・お支払い（領収書を発行）

対象寝具 ご本人使用の掛布団・敷布団・毛布を合計３枚まで
＊布団（掛・敷）は２枚まで　＊こたつ布団、マット、シルク素材、電気毛布等は対象外

利 用 料 1,000円（納品時、直接委託業者に支払い下さい）
＊羽毛布団は１枚につき500円の追加料金が必要
＊生活保護世帯の方は無料　＊毛布１枚の方は無料

募集人数 200人（申込多数の場合は抽選）

委託業者 有限会社 ダイユー　※訪問の際は必ず身分証明書を提示します ※寝具の販売等は一切いたしません

実施期間 11月中旬～11月末

◉認知症家族教室
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。

◉家族サロン（憩いの場）

◉認知症サポーター養成講座
　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」を実施しています。

東　部 西　部

10/21㊌

11/12㊍

12/16㊌

  1 /20㊌

  2 /17㊌

ようこそ家族教室へ

認知症について正しく理解しよう　

介護保険サービスなどについて知ろう

認知症の方へのかかわりについて学ぼう

介護体験を聞こう

講師：いきいき支援センター職員

講師：いきいき支援センター職員

講師：介護施設等で認知症介護に携わる専門職

講師：認知症の人と家族の会

10/22㊍

11/26㊍

12/24㊍

  1 /14㊍

  2 /18㊍

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

開催日 申込
期限

11/26㊍、1/28㊍、3/24㊍東部

10/14㊌、12/9㊌、2/10㊌西部

１０/19（月）東部 １０/20（火） 西部

10/26㊊、11/16㊊、12/21㊊、1/25㊊、
2/22㊊、3/28㊊

西部

10/15㊍、11/19㊍、12/17㊍、1/21㊍、
2/18㊍、3/17㊍

東部

認知症高齢者を介護する家族支援事業
参加費
無料

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。皆様のご参加をお待ちしております。

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

毎月1回 時　間 午後１時半から３時半

定　員 20名

開催日 毎月1回

時　間 午後１時半から３時半

開催日 毎月1回

時　間 午後２時から３時半

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。

◉医師（もの忘れ相談医）の専門相談

10/23㊎、11/27㊎、12/18㊎、1/22㊎、
2/26㊎、3/25㊎

西部

10/20㊋、11/17㊋、12/15㊋、1/19㊋、
2/16㊋、3/15㊋

東部

開催日 毎月1回

時　間 午後2時から３時半 定　員 3名（先着順）

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。

※それ以降はご相談ください。

平成27年度下半期

開催日の前日までに

お申し込みください
。

講師：黒川医院院長 黒川　豊 先生
（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）

　第68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68号



★書道・ポスター作品展のご案内★
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
ぞれ入賞・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。

書
道
の
部

書
道
の
部

入
賞
入
賞
入
賞 愛

知
県
共
同
募
金
会

NHK名古屋放送センタービル１階（プラザ）１０月１日（木）～１３日（火） １０：００～１８：００
最終日のみ１２：００まで

千種区役所１階あじさいひろば

千種図書館

千種区在宅サービスセンター（千種区社会福祉協議会）

１０月１日（木）～８日（木）

１０月10日（土）～３０日（金）

１１月2日（月）～１３日（金）

９：００～１７：００
９：３０～１９：００（火～土）
９：３０～１７：００（日・祝）
最終日のみ１２：００まで
９：００～１７：００

●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。

展 示 日 展示時間 場　　所

展 示 日 展示時間 場　　所

上野小学校3年生

横井　那帆

高見小学校3年生

増田　まひろ

高見小学校4年生

金子　紗千

椙山女学園大学附属
小学校4年生
池田　梨音

高見小学校5年生

増田　涼花

上野小学校5年生

吉川　雅

上野小学校6年生

戸川　瑠菜

高見小学校6年生

山本　涼香

千種台中学校2年生

後藤　菜穂子

千種台中学校3年生

岩瀬　優那

審査員特別賞 銀　　賞 入　選

佳　作

佳　作佳　作佳　作佳　作

赤い羽根共同募金運動が始まりました。

　皆様からお寄せいただいた募金は、地域の福祉団体に分配され、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。

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。

「見守り支援事業」とは、ひとり暮らしの高齢者の方などが孤立状態に陥らないよう、地域における見守り活
動を支援することを目的に、いきいき支援センターが名古屋市から委託を受けて行っている事業です。

  いきいき支援センターに専任の見守り支援員が配置されており、訪問や面接により相談を行っています。ご近所
で気になる高齢者の方がいらっしゃいましたら、いきいき支援センターまでご連絡ください。

見守りが必要な方に対し、安否確認
や孤独解消のため、ボランティアと
協力して定期的にお電話します。
利用料金は無料です。

名古屋市高齢者の見守り支援事業

『認知症カフェ』ってなに？『認知症カフェ』ってなに？

地域で孤立しがちな高齢者の方に
必要なサービスをご紹介したり、地
域とのつながりづくり等の支援を行
います。

【内　　容】
カフェを名古屋市に登録していただき、一覧にし
て周知やＰＲをします。
【主な要件】
●実施主体：団体
●頻　　度：年4回以上
●場　　所：市内の一定の場所

「なごや認知症カフェ」登録事業
【内　　容】
カフェを開設しようとする団体に上限5万円まで、
開設に必要な物品購入費を助成します。

【主な要件】
●実施主体：団体
●頻度：月1回以上（1回あたり概ね2時間）
●場所：市内の一定の場所
●期間：3年以上継続実施
●人員：医師、看護師などの医療関係者や社会
福祉士などの介護関係者で相談業務に従事経
験のある方が１名配置されている。

認知症カフェ開設助成事業

～名古屋市で2つの事業が始まっています～

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/FAX781-8346
 ※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/FAX763-1547
 ※千種、千石、内山、高見、春岡、田代、見付学区にお住まいの方。

お問い合わせ先

今池４丁目１４-１１ いのうビル２０２
今池２丁目２３番８号 七福ビル１F
田代本通１-１８ ロア末盛１F
千種２丁目３-２４ サンエースビル３階
稲舟通１-３９
内山１-１３-６ 竹生ハイツ１F
姫池通３丁目２０番地 Lotus覚王山１階A
西崎町２-４-１
仲田２丁目１５番８号（NTビル１F）
大久手町５-１６-１
萱場2-15-25
千代田橋1丁目1番1号
東山通5-108 五月荘
希望ケ丘2丁目3番9号
京命1丁目3番44 号京命ビル1F

月～金（12/28～1/3を除く）※祝日・土曜日は日直対応午前９時～午後６時
月～土（祝日、12/29～1/3を除く）午前８時３０分～午後５時３０分（＊）
月～金（12/30～1/3を除く）※祝日も営業午前９時～午後６時（＊）祝日のみ不在の場合あり
月～金（祝日、12/30～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～土（12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金（12/29～1/3を除く）午前９時～午後６時（＊）時間外については留守番電話対応
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前８時４５分～午後５時１５分
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金（祝日、12/31～1/3を除く）午前９時～午後５時３０分（＊）
月～金（祝日、12/29～1/3を除く）午前９時～午後５時
月～金午前8時30分～午後5時30分（祝日及び8/12～8/16及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前8時30分～午後5時15分　第1・3・5（土）（＊）午前8時30分～午前12時15分（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前9時～午後5時（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金午前9時～午後5時20分（祝日及び12/29～1/3を除く）
月～金（＊）午前9時～午後6時（祝日及び8/13～8/15及び12/30～1/3を除く）

平成27年10月1日から「高齢者いきいき相談室」が開設されました！
介護保険など高齢者のみなさまに関する身近な相談窓口として開設されています。お気軽にご相談ください。

開設日・開設時間電話番号/FAX番号
732-7760 / 732-7759
735-3881 / 735-3883
751-7776 / 751-6667
744-3909 / 744-3919
746-8302 / 781-8833
734-8812 / 734-8912
761-8321 / 761-8322
763-7842 / 763-1535
732-8412 / 732-8411
745-1503 / 745-4777
722-3982 / 722-3983
711-6236 / 711-6260
781-3292 / 784-5622
752-1552 / 752-1553
760-3155 / 760-3158

住　　所相　談　室　名

（＊）営業時間内に訪問等で不在の場合があります。

有限会社愛和ケアサービス指定居宅介護支援事業所
アライヴ居宅介護支援事業所
エム・ケア介護センター
居宅介護支援事業所太陽・千種
コープあいち福祉サービス本山
彩居宅介護支援事業所
名古屋市千種・東ケアマネージメントセンター
千種区介護保険事業所
ゆうらいふ千種居宅介護支援事業所
ケアネット大久手
てとてと
指定居宅介護支援事業所 ちよだ
和み東山居宅介護支援事業所
なごやかハウス希望ヶ丘居宅介護支援事業所
有限会社千種介護相談所

認知症のご本人やご家族に加え、地域の方や専門職など誰もが気軽に集い、
楽しく過ごしながら、仲間づくりや情報交換をする活動拠点のことです。

●なごや認知症カフェとして一覧に掲載し、イン
ターネット等で広報されます。
●認定ステッカーが進呈されます！

特
典

見守り電話 「いきいきコール」日常の孤立防止

上野小学校
4年生

増田　奈央

椙山女学園大学附属
小学校5年生
島内　天音

東山小学校
6年生

小林　來夏

名古屋大学教育学部附属
中学校2年生
加藤　亜実

自由ヶ丘小学校
3年生

李　亜鑫

振甫中学校
2年生

平賀　千晴

椙山女学園大学附属
中学校1年生
白井　琴望
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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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第67回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第67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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賞
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佳作

佳作 佳作 佳作 佳作

佳作

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6月20日～平成27年9月27日〉

幸せの赤い鳥！？

(作)あいち造形デザイン専門学校
研究科 山田　悠衣さん

善意の小箱善意の小箱

　平成27年６月19日（金）に
区役所講堂にて、上記団体様
が「チャリティーバザー」を
実施され、その収益金の一部
を本会に寄付していただきま
した。

●千種区地域女性団体連絡協議会 様

　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。

●株式会社 美濃庄　代表取締役 長村 庄太郎 様
●名古屋ヤクルト販売株式会社 様　●匿名１名様

　日本国内でのボランティア活動中、ボランティア自身がけがをし
た（傷害事故）、他人をケガさせてしまった（賠償事故）などの事故
を幅広く補償します。

ボランティア活動保険の加入はお済みですか？

特徴
活動場所と自宅との往復途上の事故も補償
地震など天災によるけがも補償
★基本保険料　Aタイプ ２５０円（年間）から

※保険の詳細は、専用パンフレットをご用意しております。お気軽にお問合せください。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
保
険
の
ご
案
内

＊予定枚数に達した時点で終了となります。

クリアファイル デザイン（例）

窓 口 受 付
千種区社会福祉協議会
千種児童館

対象イベント
「妖怪ウォッチ」クリアファイル 全２種類

区民まつり（10月４日）
花＊花まつり（10月25日）

ⓒL5/YMP・TX

「妖怪ウォッチ」は
赤い羽根共同募金を
応援しています。

「妖怪ウォッチ」は
赤い羽根共同募金を
応援しています。

対象イベントや受付窓口において２００円以上
寄付をいただいた方に１枚差し上げます。

東山小学校4年生

加藤　万奈
春岡小学校5年生

阪野　由珠
振甫中学校1年生

渡邉　優芽
千種台中学校2年生

小島　芽依

星ヶ丘小学校1年生

赤羽　鳳

東山小学校3年生

清水　貴道

振甫中学校3年生

小川　コナ

東山小学校
1年生
市野 結己

大和小学校
2年生
松野 ゆず

田代小学校
2年生
鈴木 麗世

自由ヶ丘小学校
2年生
近藤 里佳子

大和小学校
3年生
小川 ジョイ

東山小学校
5年生
市野 智己

田代小学校
5年生
杉原 亜実

大和小学校
6年生
松野 みかん

田代小学校
6年生
荻村 音羽

振甫中学校
1年生
熊田 拓海
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