
がはじまりました！今年も がはじまりました！
　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。愛知県共同募金会
が実施主体となり、千種区や愛知県内の福祉活動のために募金が役立てられます。

例えば、こんなところにみなさまの募金が使われます。
地域に暮らす方の交流の場や、高齢者を対象とし
た孤立防止のための見守り活動など

地域住民を対象としたイベントや、子ども向けの
図書や遊び場の提供など

災害時に備え、被災住民を支える
ための活動を行う「災害ボランティ
アセンター」や福祉施設の復旧に
使うお金の積み立てなど

高齢者や障がい者、子ども等、様々なテーマで
活躍する支援団体の活動など

子育て広場

災害ボランティアセンター

見守りボランティア会議の様子

知的障害児・者の体験型防災研修の様子知的障害児・者の体験型防災研修の様子

子育て広場

災害ボランティアセンター

見守りボランティア会議の様子

おも
ちゃ図書館おも
ちゃ図書館

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。
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　７月９日（土）、共同募金配分金を財源に区内で活動するボランティア団体やＮＰＯ法人が行う福祉のまちづくり活
動の資金を助成する公開プレゼンテーション審査会を開催いたしました。
　今年度は、書類審査を通過したボランティア団体・NP０法人、計７団体が、パネル、アンケート結果の報告、ダンス、
実演など工夫を凝らして活動内容を発表していただきました。小学生親子・高校生・大人など幅広い層の方が審査員
となり助成額の査定をいたしました。（助成総額は５６万円）
　発表後は、交流会を設け、団体同士が情報交換するなど活動の幅をひろげる機会になりました。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。

平成２８年度
募金の

見える
化

赤い羽根共同募金のしくみ

高見まちづくりを考える会
グループきらら
ＯＲＩＧＡＭＩ（折り紙）倶楽部
若水おやじの会
特定非営利活動法人 花＊花
千種パソコン支援ボランティア
特定非営利活動法人
　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」の実現のために
懐かしい紙芝居で楽しもう
「わくわくORIGAMI（折り紙）」教室の開催
若水おやじの会・親子もちつき大会と花もち創作
「第１１回 花＊花ふれ愛まつり」
初心者や高齢者向けのパソコン講座の開設や出前講座などＩＴ支援活動
お母さんと子どもの食育
　～作って食べることを通して日本の食文化を子どもに伝える～

団　体　名 事 業 内 容

公開プレゼンテーション式！

千種区のためにと地域を想う
皆さんの気持ちで募金活動は支えられています。

ボランティア・ＮＰＯ応援助成事業を実施しました。ボランティア・ＮＰＯ応援助成事業を実施しました。
公開

プレゼンテ
ーション

審査会の
様子

ＮＰＯ法人 名古屋コダーイセンターＮＰＯ法人 花＊花 ＮＰＯ法人 名古屋コダーイセンターＮＰＯ法人 花＊花

福祉活動を行なう地域団体・
ボランティア団体・NPOなど

地域に還元・助成

助成金の審査

活動財源が
あつまる

募金活動

募金の計画

じぶんの町を良くするしくみ

千種区を

良くするための活動をしよう！
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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。

千種区役所１階あじさいひろば（土日祝日は休み）

千種図書館（月曜休館日）

千種区在宅サービスセンター（千種区社会福祉協議会）  （土日祝日は休み）

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

展 示 日 展示時間 場　　所
１０月4日（火）～13日（木）

１０月19日（水）～３０日（日）

11月1日（火）～11月14日（月）

第68回 赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果第68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。

共同募金運動７０年記
念

見付小学校
3年生
青木 優芽

千代田橋小学校
4年生
紋阪 真弓

富士見台小学校
5年生
齋藤 由衣

椙山女学園大学
附属小学校5年生
金子 理咲

椙山女学園大学
附属小学校6年生
河村 琴子

若水中学校
2年生
豊井 美雪

椙山女学園中学校
2年生
内藤 悠衣

千種台中学校
3年生
後藤 菜穂子

上野小学校
6年生
菱田 奈那

椙山女学園中学校
3年生
船橋 季乃

入
　
選

入
　
選

入
　
選

高見小学校
1年生
古川 祐基

上野小学校
2年生
山田 杏珠

自由ヶ丘小学校
2年生
草葉 由衣

見付小学校
3年生
加藤 慈瑛

上野小学校
5年生
増田 奈央

東山小学校
6年生
白垣 寧々

椙山女学園中学校
1年生
鷲見 朱音

振甫中学校
2年生
小川 ネオ

田代小学校
3年生
鈴木 麗世

名古屋大学教育学部
附属中学校2年生
木下 実衣菜

入
　
選

入
　
選

入
　
選

書
道
の
部
佳
作

田代小学校3年生
脇　絢香

高見小学校4年生
田上　真帆

上野小学校1年生
森本　こはる

東山小学校3年生
板谷　怜奈

富士見台小学校4年生
石田　優

大和小学校5年生
渡邉　芽希

見付小学校6年生
伊藤　虎太郎

振甫中学校1年生
梅原　和奏

千種台中学校3年生
橋詰　颯来

上野小学校5年生
濱　あい莉

春岡小学校6年生
古嶋　菜月美

城山中学校1年生
小林　奈生

名古屋大学教育学部附属中学校3年生
加藤　亜美

今池中学校3年生
水野　真輝

ポスターの部 入
賞
入
賞

入
賞
入
賞

入
賞
入
賞

入
賞
入
賞

佳
作
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ボランティア活動保険の加入はお済ですか？

ちくさあったかカフェを開催！  ～千種区ボランティア連絡協議会～
　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、９月25日（日）に「ちくさあったかカフェ」を開催しました。
　特別養護老人ホームに併設された藤美苑デイサービスセンター（鍋屋上野町）
にご協力いただき、同センターの休館日を利用して行いました。
　当日は、参加者26名、ボランティア13名と大変な賑わいで、ボランティアによる
合奏、折り紙、ハンドマッサージなどのプログラムをお楽しみいただきました。

ちくさサロン活動者ミーティング（９月９日（金）千種区役所講堂）
　サロン運営者同士のつながりを作り、運営に役に立つようにと、サロンミー
ティングを開きました。
　千種区でサロン活動をしている方やサロンに興味がある方が集まり、普段
の活動での困りごとや、その解決方法などを話し合いました。
　話し合いの中で、サロン同士、学び合える関係が重要であり、サロン同士の
横のつながりが重要だと感じました。（実際に、ミーティングの場で、お互いの
活動に興味を抱き、見学し合う関係も生まれていました。）他にも、サロンに
使用しやすい会場の整備という課題が上がってきました。
　また、当日は愛知淑徳大学の黒川文子氏から、サロン活動の重要性を裏付
けるお言葉をいただきました。

７月２８日（木）千種区内のサロン活動に興味をお持ちの方とともに、千種区在宅サービスセンター
において、サロンとは何か、サロンを始め、続けていくためには何が必要なのかを、実際にサロン（和
みの家）を運営されている方を講師に迎え、話し合いました。

ちくさサロン担い手養成講座

１日目

９月７日（水）サロン「すずめのお宿」に参加し、実際の運営場面を実感していただきました。サロン
とはどのような場なのか、サロンを運営していくとき何が必要なのか等、受講者ご自身が体験されて
いました。また、受講者の側から、運営者にさかんに質問され、考えを深めてみえました。

２日目

 アルスきょうせい歯科の宮尾先生をお招きして一緒にあいうべ体
操をし、お口ぽかーんを治すとどんないいことがあるのか、口腔機
能アップについてお話いただきます。また、子育て支援団体による
わらべ歌あそびなど親子で楽しめる企画が盛りだくさんです。当
日参加されたお子様には歯科医おすすめの歯ブラシをプレゼント
させていただきます。皆さまのご参加をお待ちしております。
（定員２5組 千種区社協へ10月21日（金）までに申込・先着順）

 千種図書館の展示コーナーにおいて福祉に関するお役立ち情報の
紹介パネルや赤い羽根協賛児童生徒作品コンクールのポスター・書
道作品の入賞・入選作品を展示いたします。（なお、入賞作品は愛知県
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）

平成28年10月19日（水）～10月30日（日）開催期間
千種図書館２０１６ふくしＰＲキャンペーン in

　日本国内でのボランティア活動中、ボランティア自身が
ケガをした（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ケガも補償
　★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

千種区内でサロンの開設を考えてみえる方、サロンの運営を手伝いたいという方のための養成講座を開きました。

平成29年2月12日(日)午後

千種区障害者自立支援連絡協議会

映画上映会
開催日程のご案内

※詳細は、広報なごや2月号に掲載予定

「あい」～精神障害と向きあって～
日時

あ い う べ

10月19日（水）～30日（日）

「ママやパパと一緒にあいうべ体操」10月30日（日）13:30～14:30

展　示

記念イベント

●介護相談／社会福祉法人葆光会 藤美苑、千種区東部いきいき支援センター
●合奏／アンサンブル華　●折紙指導／ORIGAMI倶楽部
●ハンドマッサージ／シニアメイクボランティア「すみれ」　

ご協力いただいた皆様
（敬称略）
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いきいき支援センターでは、「認知症総合相談窓口」として認知症に関する様々な相談に応じています。お気軽にご相談ください。

東部いきいき支援センター 西部いきいき支援センター
大和、上野、東山、星ヶ丘、自由ヶ丘、
富士見台、宮根、千代田橋

千種、千石、内山、高見、
春岡、田代、見付

桜が丘11－1
ソフィアビル1階

西崎町２－４－１
千種区在宅サービスセンター内

電話 763ｰ1530
FAX 763ｰ1547

電話 781ｰ8343
FAX 781ｰ8346

覚王山
フランテ

愛知学院大学
歯学部付属病院

〒田代郵便局

ガソリン
スタンド

愛知銀行
コンビニ

地下鉄東山線
地下鉄本山
４番出口

地下鉄覚王山
４番出口

田代本通２

田代本通３

末 盛 通

田代公園

日進通

Ｎ

田代小

見付小

城山中

市バス（田代本通）

担当学区 担当学区東部
西部

■認知症初期集中支援チーム

認知症の方への対応として千種区で取り組んでいる２つの事業をご紹介します。

　認知症は早期診断・早期対応が重要です。病院の受診や、介護サービスの利用が
できていない認知症の方について、できるだけ早い段階で医療・介護サービスの利用
に結びつけて、認知症の進行を抑えることを目的に活動しています。

　認知症の方（または疑いがある方）のご自宅にチーム員（医療や介護の専門職）が訪
問し、サービス利用の動機付けや利用の調整、認知症の重症度に応じた助言、介護負
担感軽減のための家族への支援等を行います。

どこに相談すればいいの？
ぜひお近くのいきいき支援センターへご連絡ください。

どんなことをするの？

・認知症の進行ごとの症状　・家族の心がまえ
・ケアのポイントと利用できるサービス

こんなことが書かれています

インターネットサイト『なごや認知症あんしんナビ』にも掲載されています。ぜひ一度ご覧ください。

医療系
職員

認知症
サポート医

福祉系
職員

★認知症ケアパスは区役所福祉課・保健所保健予防課・いきいき支援センターで配布しています。

■認知症ケアパス
　認知症の症状にあわせて、認知症のある方やその家族が利用できる
医療・介護サービスなどを分かりやすくまとめたものを認知症ケアパス
と呼んでいます。

・ケアパスを見ながら、ケアマネさんとケアプランを一緒に考えました。

・受診メモを受診前に書いて行ったら、先生に伝えたいことがうまく伝わりました。

・今後の事を家族で話し合うきっかけになりました。

活用例

千種区の2025シ リ ー ズ

　高齢者の約４人に１人が認知症の方またはその予備群といわれています。高齢化の進展に
伴い、平成２４年には４６２万人（約７人に１人）であった認知症の方が、２０２５年（平成３７年）には、
約７００万人（約５人に１人）まで増加するといわれています。

ー 

• もの忘れが気になる 
• お金の管理や買い物、  

書類の作成などはお
ひとりでできる 

• もの忘れにより生活しづらさがある 
• 日付や時間がわからなくなる 
• 買い物やお金の管理にミスが見られる  

• 日常生活はなんとか行っている 

• 買い物やお金の管理ができない 
• 服薬管理ができない 
• 電話の応対や訪問者の対応が困難 
• 道に迷うことがある 

以下のことに手助け・介護が必要になる 
・ 着替え ・ 入浴 ・ 食事 ・ 排泄 
・ 整容（洗面・歯みがき・化粧） 

• 車椅子・ベットでの生活が中心になる 

• 食事をとることが困難になる 
• 言葉による意思表示・理解が困難に

なる 

－ 

・否定、年齢のせい、言えばできるはず ・混乱 ・認知症状に振り回されてしまう、自分だけがなぜ、拒絶 ・介護の疲れ ・割り切り ・受容 ・どう看取るのか 

早めにいきいき支援セン
ターに相談しましよう。 
認知症や介護について 
学ぶ機会を持ちましょう。 

腹が立ってあたりまえ。ひとりで抱え込まないで、介護仲間をつくりましょう。
交流会や電話相談がありますので、情報を得る機会をつくりましょう。 
どのような医療や介護のサービスがあるかを知って、早めに介護サービス
を利用して、がんばりすぎない介護をこころがけましょう。 
認知症を隠さないで身近な人には伝えて理解者や協力者をつくりましょう。 

介護者があっての介護です。まずは自分のことや健康を大切にしましょう。 
今後のことについて検討し、必要に応じて、施設の情報収集などは早いうち
に行っておきましょう。 
終末期のケアについて、早い段階で医師やケアマネジャー等と相談し、どう
いった対応が必要か確認しておきましょう。 

2. ケアマネジャーやかかりつけ医等と 
相談し、介護保険を申請するなど安心
した生活が送れる環境を整えましょう。 

3. 薬による治療、役割や社会参加の機
会をもち、進行を予防しましよう。 

いきいき支援センター（認知症初期集中支援チーム） 

気づき～相談 介護保険の申請等 重度・終末期のケア 日常的な支援、行動心理症状や身体合併症への対応 

5. 着替え、入浴、食事、排泄などの介護が増え、肺炎
などの身体合併症を起こしやすくなります。穏や
かに苦痛なく過ごせるよう、ホームヘルプや在宅
での診療、看護、歯科診療など、医療と介護が連携
した訪問のサービスが受けられます。 

3. 本人にあった生活が送れるよう、ケアマネジャーと相談しながら
上手に介護保険サービスを利用しましょう。また、地域での見守り
や支えあいも大切になります。協力の声かけをしてみましょう。 

4. はいかいや興奮などの行動心理症状や身体合併症の治療等は、
認知症疾患医療センターなどの専門医療機関で受けられます。 

1. 早めに認知症や予防、介
護に関する相談窓口であ
るいきいき支援センター
やかかりつけ医に相談し
ましよう。 

認知症の進行に合わせた「家族の心がまえ」や「ケアのポイント」 
家 
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千種区ボラ連を
　　　　　知ろう！

　子育てサークル「りんごちゃん」では、親子で転勤したば
かりで知り合いがいない、1人で子育てしてイライラし
ちゃう、何でも相談できる友達が欲しい、そんなママたち
の交流の場として、ベテラン保育士をリーダーとしてママ
同士でサポートし、活動しています。
　主な活動内容はリズム体操です。生演奏で音に合わせて動物や飛行機
などを体を使って表現します。絵本の読み聞かせ、童謡、手遊びうた、季節
行事として冬はクリスマス会や、こわ～い鬼がくる節分などもしています。
　サークルの後半は皆でおしゃべり、時間、情報交換の場となっています。
おしゃべりの中で参加者から「災害対策について学びたいね」という声が
あり、社会福祉協議会を通じ災害ボランティアの方からの講演につながり
ました。日常のことで一緒に学びたいことをこれからもやっていきたいと思
います。

　千種区ボランティア連絡協議会（ボラ連）は、千種区が「住みよい
まち」になるように色々なボランティア団体が集まり活動をしています。

子育てサークル「りんごちゃん」

西崎くん、小学校へ行く

（作）あいち造形デザイン専門学校 まんが科
佐 藤 静 香さん

毎月２回　木曜日 10：15～12：00
千種区社会福祉協議会　研修室

「りんごちゃん」
活動紹介

日時：平成28年10月18日（火）
　　　14：30～
場所：千種区社会福祉協議会
　　　ボランティアルーム

第3回

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。

「千種区社協ものがたり」No.10

〈平成２８年６月２８日～平成２８年9月26日〉
善意の小箱善意の小箱
・千種区地域女性団体連絡協議会 様　・株式会社美濃庄 様
・名古屋ヤクルト販売株式会社 様

今日は福祉教育※のため
小学校に来ています

みんな、
車イスに
乗ってみよう

うまく動け
ないなぁ…

この段差が
どうしても
越えられないよ～

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。

鯱城学園 入学生募集！ ～新たな発見や出会いがあなたを待っています～

【対　象】名古屋市に在住する、６０歳以上の方
【募集期間】平成２８年１２月１日（木）～平成２９年１月３１日（火）
【問合先】名古屋市鯱城学園　電話０５２－２２２－７５２１

「学び、仲間づくり、社会参加」の場である鯱城学園では、平成２９年４月入学生を募集します！
詳細は、区役所・支所、区社会福祉協議会、生涯学習センター、図書館などで配布される入学
案内をご覧ください。（平成28年11月下旬配布予定）

活動日時

場　　所

困ったときは
お互いさま
ですよ！

よしっ！
少し手伝うよ

わ～い！
ありがとう

街なかで
困っている人を
見かけたら

声をかけてみよう！

すまん…
はりきりすぎて腰が…

【福祉教育について】千種区社会福祉協議会では、福祉をテーマ
（高齢者、障がい、災害など）にした体験学習や講話をしていただ
ける講師の派遣調整をしています。
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