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この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

千種区社協より福祉情報を発信！千種区社協より福祉情報を発信！

～福祉のまちづくりにご協力を～～福祉のまちづくりにご協力を～

賛助会費賛助会費

・学区地域福祉推進協議会の活動
・学区ふれあい給食会サービス事業
・福祉教育の器具・機材経費
・地域の担い手養成「ちょいボラ講座」の開催

・福祉の情報発信
・ふくしPRキャンペーンの実施
・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

子どもから高齢者までの集いの場のために！

今年度も、皆様のあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。

学校での福祉教育のために！

＊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）
＊会費は金額により税法上の控除対象となる場合があります。
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特集 地域の福祉団体「推進協」ってなんだろう？……P.2
平成29年度  事業計画ならびに予算 ………P.3
ボランティア・ＮＰＯ応援助成 申請団体募集!!……P.4
サロンを拡げる講演会のお知らせ …………P.4

調理ボランティア募集 ………………………………… P.4
赤い羽根共同募金のご報告/ボランティア保険のご案内 ……… P.4
シリーズ 千種区の2025 ……………………………… P.5
千種区ボラ連を知ろう！………………………………… P.6
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　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、その経費にご協力いただく賛助会員を広く募集いたします。
　皆様にご協力いただく賛助会費は、以下のような事業等に使われます。
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■編集・発行／社会福祉法人名古屋市千種区社会福祉協議会　　■ホームページ／ http://www.chikusa-shakyo.jp/

 

西崎くんのカバン

平成

29
年度賛助会員大募集！

個人会員 １口 ５００円（年間）
法人・団体会員 １口 5,000円（年間）

〈平成２9年１月２6日～平成２9年3月27日〉

●ユニー株式会社　ピアゴラフーズコア　菅場店 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　アピタ　千代田橋店 様
●匿名 3名　以上6件

　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。

「シニアメイク
ボランティアすみれ」
活動紹介

善意の小箱善意の小箱

ねぇ、その大きな
カバンにはいつも
何が入っているの？

西崎くん、地域の人
たちのために日々
頑張っているのね！

あ、ありがとぅ。
持てるかなぁ…

はい！
外出時に迷わないよう
プレゼント！！

名刺はもちろん、相談に必要な
資料、スリッパでしょ。
それから・・・

  私も力に
ならなきゃ！

後日…

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

「千種区社協ものがたり」No.12
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千種区ボラ連を
　　　　　知ろう！

　年齢を重ねても、女性はいつも美しくありた
いと心のどこかで願っているものです。私達
「シニアメイクボランティアすみれ」はそんな思
いのお手伝いをしたいと、デイサービスや認知
症カフェで活動をしています。
　メイクやマニキュア、ハンドケアの中で最近
はマニキュアを希望される方が多くなりました。それは完成後にご自
分の綺麗になった指先をみて楽しめること、お孫さんや周りの方達か
ら「かわいい！」「おしゃれ！」と褒めてもらえること、などでしょうか。そ
れがとても嬉しいと仰います。
　中にはそんな習慣もなかったし、恥ずかしいと遠慮なさる方もい
らっしゃいますが「こんなに綺麗になったよ」とか「やってごらん」とか
周りの方に勧められ人生初めてのマニキュアにチャレンジされ、素敵
な笑顔を見せてくださいます。
　私達は皆さんのその笑顔に励まされて、これからも「綺麗！」のお手
伝いを続けたいと思います。

　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。

シニアメイクボランティアすみれ

日　時 ： 平成29年6月20日（火）
　　　　  14：30～
場　所 ： 千種区社会福祉協議会
　　　     研修室

第5回
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　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。
　今回は、認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）の７つの柱の１つである「認知症の人の介護者への支援」に関す
る取り組みを一部ご紹介いたします。
　認知症の人の介護者への支援を行うことは、認知症の人の生活の質の改善にもつながるため、ご家族など介護者の精
神的・身体的な負担を軽減する取り組みが全国で進められています。
　名古屋市では、介護者支援の充実を図るため、『認知症高齢者を介護する家族支援事業』を各いきいき支援センターで
行っており、千種区では４つの事業を定期開催しています。無料でご参加いただけますので、ぜひご参加ください。

すいしんきょうすいしんきょう

　今回は、各学区で「福祉（ふくし）」の活動を進めている「地域福祉推進協議会」についてお伝えします。

すべての地域住民が安心して暮らせる福祉のまちづくりを住民が主体となって進めていくこを目的に
小学校区を単位に設立されています。
学区区政協力委員、民生委員児童委員、その他地域団体・ボランティアが構成員です。（活動の主な
財源は賛助会費、共同募金及び名古屋市福祉基金です。学区から補助を受けているところもあります。）

　高齢化や核家族化などの社会背景のなか、住み慣れた地域でできるだけ長く暮らすためには、医療・介護保険
などの公的なサービスと併せて、「ご近所（地域）の力」すなわち協力が必要です。しかし、「ご近所（地域）の
力」の基礎となる住民同士のつながりは、自然にできにくくなっており、意図的にきっかけをつくっていくことが
必要な時代となりました。その「つながりづくり」を地域の状況や特徴を考えてつくり、進めています。

　推進協が実施する事業として代表的な取り組み
を紹介します。
※実施の有無や方法は学区により異なります。

①ふれあい給食サービス事業
　高齢者を対象（要件あり）に、コミュニティセンター
などで集まり、食事をします。おしゃべりに花をさか
せ、食事を通じた交流の場づくりを開催しています。
　食事を配達する「配食」事業もあります。食事を
届けることで、ボランティア（届ける人）とのつなが
りや、安否確認などを目的に実施しています。

②ふれあいネットワーク活動
　支援が必要な方の暮らしを
日ごろからちょっと気にかけ
ながら、声かけや訪問を通し
て安否確認・見守り活動をし
ています。活動の中で、行政や
福祉サービスへの橋渡しをしています。

③ふれあいいきいきサロン
　地域住民や閉じこもりがちな方なども身近な場
所（集会所など）に出かけ、気軽に楽しくふれあい、
交流・仲間づくりをします。
　地域の「お茶の間」「たまり場」とも言われています。

地域福祉推進協議会（略称：推進協）地域福祉推進協議会（略称：推進協） 用語の説明
から…
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千種区の2025シ リ ー ズ

今回は『認知症高齢者を介護する
　　  家族支援事業』についてご説明いたします。

　ボランティア活動するにあたっての考え方や大切
にしたいこと、今後やってみたい取り組みについて、
協議しています。「ボランティア同士のコミュニケー
ションを高めることが大切、それが地域の力にな
る！」と話し合いを大切に活動を進めていました。

　区全体で、見守り活動の研修会や食中毒予防講
座等も開催しています。

　各学区、様々な取り組みをしています。春岡学区
の「ボランティア説明会」におじゃましました。

学区住民のために、日々取り組んでいます。ぜひ、身近な福祉活動への理解・ご協力をお願いします。

代表的な活動を紹介！

区全体で研修会

学区推進協に訪問！

地域の福祉団体
すいしんきょう

「推進協」ってなんだろう？特集！

～春岡
学区～

医師（物忘れ相談医）による専門相談
（認知症の症状や治療についてなど、お気軽にご相談できます。）

時間：14:00 ～ 15:30
定員：3名【先着順】

時間：13:30 ～ 15:30

時間：13:30 ～ 15:30

（開催日の前日までにお申し込みください）

家族サロン（憩いの場）

認 知 症 家 族 教 室

みんなで知恵を
出し合おう！

若い人にも社会の障
がいを知ってもらう
企画をしてみたい

開 催 月 日 に ち 場　所
4月 4/12 ㈬ 西　部
5月 5/23 ㈫ 東　部
6月 6/14 ㈬ 西　部
7月 7/25 ㈫ 東　部
8月 8/9 ㈬ 西　部
9月 9/26 ㈫ 東　部

東　部 西　部 内　容 講　師

第１回 4/27 ㈭ 4/20 ㈭ ようこそ
家族教室へ

いきいき支援
センター職員

第２回 5/25 ㈭ 5/18 ㈭ 認知症について
正しく理解しよう

黒川医院院長
黒川　豊先生

第３回 6/22 ㈭ 6/15 ㈭ 介護保険サービス
などについて知ろう

いきいき支援
センター職員

第４回 7/27 ㈭ 7/20 ㈭
認知症の方への
かかわりに
ついて学ぼう

介護施設等で
認知症介護に
携わる専門職

第５回 8/24 ㈭ 8/17 ㈭ 介護体験を聞こう 認知症の人
と家族の会

時間：13:30 ～ 15:30　定員：20名
※講師の都合により、内容が変更となる場合があります。

申し込み・問い合わせ先
千種区
東部いきいき支援センター

千種区
西部いきいき支援センター

担当学区 大和、上野、東山、
星ヶ丘、自由ヶ丘、富士見台、
宮根、千代田橋

担当学区 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

東部
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）

西部

開 催 月 東　部 西　部
4月 4/18 ㈫ 4/28 ㈮
5月 5/16 ㈫ 5/26 ㈮
6月 6/20 ㈫ 6/23 ㈮
7月 7/18 ㈫ 7/28 ㈮
8月 8/22 ㈫ 8/25 ㈮
9月 9/19 ㈫ 9/22 ㈮

開 催 月 東　部 西　部
4月 4/19 ㈬ 4/24 ㈪
5月 5/17 ㈬ 5/22 ㈪
6月 6/21 ㈬ 6/26 ㈪
7月 7/19 ㈬ 7/24 ㈪
8月 8/23 ㈬ 8/28 ㈪
9月 9/20 ㈬ 9/25 ㈪

認知症サポーター養成講座
（認知症について学び、地域で認知症の人やそのご家
族を温かく見守る応援者になりませんか？）

受講者にはオレンジリング
をお渡しします。

家族サロンには、認知症の家族を介護している方や介護の経験のあ
る方、家族が施設に入所されている方などが参加しています。おい
しいお菓子を食べながら、おしゃべりや情報交換をしています。時
間内ならいつでも入退室OKです。お気軽にお越しください！

電話 781ｰ8343
FAX 781ｰ8346
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がいを知ってもらう
企画をしてみたい
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6月 6/14 ㈬ 西　部
7月 7/25 ㈫ 東　部
8月 8/9 ㈬ 西　部
9月 9/26 ㈫ 東　部

東　部 西　部 内　容 講　師
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◆小・中学校等の福祉体験授業の支援
◆学生等が福祉活動を実践する機会の提供【新規】
◆出張福祉学習の実施

平成29年度  事業計画ならびに予算

平成29年度 重点方針

地域福祉活動の推進地域福祉活動の推進

～福祉活動でつながる新たな担い手～

◆地域福祉推進協議会との連携および支援
◆ふれあい給食サービス事業への支援
◆見守りネットワーク活動の実施支援
◆ふれあい・いきいきサロン活動の支援
◆地域支えあい事業の実施

ボランティア
養成に関するセミナー
（地域支えあい事業）

ボランティア活動の振興ボランティア活動の振興
◆ボランティアセンターの運営
◆ボランティア連絡協議会への支援
◆ボランティアNPO応援助成

地域に根付いた福祉の拠点づくり地域に根付いた福祉の拠点づくり
◆在宅サービスセンターの運営(研修室等の貸出)
◆デイサービスセンターの運営
◆都福祉会館、千種児童館の管理運営

その他の事業その他の事業
◆高齢者はつらつ長寿推進事業の実施
◆障がい・低所得世帯への貸付（県社協協力事業）
◆いこいの家事業の実施
◆自主財源の確保（賛助会員の募集・寄付の受入）

第3次地域福祉活動計画の実施第3次地域福祉活動計画の実施
◆住民主体のネットワークづくりモデル事業・住民
主体活動の創出

◆地域の担い手養成事
　業の実施【新規】
◆多様な主体との連携・
　協働
手をつなぐ育成会青年学級
と千種図書館の協働事業

サロンへの大学生参加

地域ぐるみの福祉学習の推進地域ぐるみの福祉学習の推進

広報・啓発活動、情報発信広報・啓発活動、情報発信
◆広報紙「はなみずきのまちだより」の発行
◆４コマ漫画「千種区社協ものがたり」の作成
◆ホームページの運営
◆ふくしPRキャンペーンの実施
◆千種区民まつりへの参加

4 3

ボランティア保険のご案内
①ボランティア活動保険
ボランティア活動における傷害、賠償事故を
補償する保険です。
地震や津波に対応する保険（天災プラン）に
も加入いただけます。

②ボランティア行事用保険
　ボランティア団体が主催する行事にかける保険です。
手続き日の翌日から年度末まで（①のみ）
千種区社会福祉協議会ボランティアセンター
までお越しください。(土日、祝日はお休み）
手続きにはご印鑑が必要ですのでお持ちください。
自動更新ではないため、毎年度申込が必要です。

注 意 点

手続方法
保険期間

内　　容

平成29年度平成29年度

ボランティア・ＮＰＯ応援助成 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29年度内に、千種区内で実施するもの。
総額70万円 （１団体：最高10万円）
6月9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。

～赤い羽根共同募金配分金を活用した公募助成事業～

方　　法 お問合せ
助成金額
対象事業
対象団体

                詳しい内容は下記まで
千種区社会福祉協議会TEL７６３－１５３１
（本会HPに募集要項および申請書がダウンロードできます。）

サロンを拡げる講演会
　　「地域のつながりを通じた健康づくり」

４月25日（火）14：00～15：20
千種区役所講堂
どなたでも参加いただけます。
１００名（先着順）
講演　星城大学リハビリテーション学部 竹田徳則 教授
サロン活動の研究者から、いきいきとしたシニアライフを送るためのヒントを学びます。
不要。直接お越しください。 

定　　員
対　　象

申 込 み

内　　容

場　　所
日　　時

調理ボランティア「はなみずき」メンバー募集！
デイサービス利用者への昼食を作っています。
食事をとられた方の喜ぶ姿を見ることができるやりがいのある活動です。
週に１回（月曜日から金曜日まで）9：30～13：30
千種区在宅サービスセンター
千種区社会福祉協議会　担当：加藤問合せ先

活動場所
活動時間

活動紹介

赤い羽根共同募金のご報告
　赤い羽根共同募金運動にご支援、ご協力をいただ
き、誠にありがとうございました。心からお礼申し
上げます。
　平成28年度の千種区共同募金最終実績額は下記のと
おりとなりましたのでご報告いたします。
　みなさまからの募金は、平成29年度に千種区の町を
良くする地域福祉活動に役立てられます。これからも
みなさまのご支援、ご協力をよろしくお願いいたしま
す。

千種区

平成28年度 最終実績額

◆住民審査による各種団体事業への助成
◆赤い羽根共同募金運動への協力
◆千種区介護保険事業所、千種区西部いきいき支援センター
への運営協力

会費収入 5,572,000  
寄付金収入 1,803,000  
補助金収入 59,453,000  
受託金収入 91,271,000  
事業・負担金収入 4,090,000  
介護保険事業収入 60,778,000  
借入金・受取利息・その他収入 2,565,000  
施設設備等補助金収入 7,831,000  
拠点区分間繰入金収入 5,862,000  
繰越金 33,100,000 
合　　計 272,325,000  

人件費 50,984,000  
地域福祉事業等 39,653,000  
共同募金配分金事業 8,904,000  
地域福祉基金関係費 2,601,000  
デイサービス事業 78,483,000  
児童館事業 46,609,000  
福祉会館事業 45,091,000  
合　　計 272,325,000  

単位：円

収
入
の
部

支
出
の
部

一般募金 10,488,736円
歳末たすけあい募金 1,140,571円

※補償内容と保険料が一部改定されました。平成29年度より
　ボランティア活動保険の加入者へ加入者カードを発行します。

●詳細は千種区社会福祉協議会ボランティアセンターまでご連絡
　をお願いします。
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（作）あいち造形デザイン専門学校 まんが科
山 本  佳 奈  さん

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

千種区社協より福祉情報を発信！千種区社協より福祉情報を発信！

～福祉のまちづくりにご協力を～～福祉のまちづくりにご協力を～

賛助会費賛助会費

・学区地域福祉推進協議会の活動
・学区ふれあい給食会サービス事業
・福祉教育の器具・機材経費
・地域の担い手養成「ちょいボラ講座」の開催

・福祉の情報発信
・ふくしPRキャンペーンの実施
・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

子どもから高齢者までの集いの場のために！

今年度も、皆様のあたたかいご協力をよろしくお願いいたします。

学校での福祉教育のために！

＊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）
＊会費は金額により税法上の控除対象となる場合があります。

賛助会員大募集！ ……………………………P.1
特集 地域の福祉団体「推進協」ってなんだろう？……P.2
平成29年度  事業計画ならびに予算 ………P.3
ボランティア・ＮＰＯ応援助成 申請団体募集!!……P.4
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　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、その経費にご協力いただく賛助会員を広く募集いたします。
　皆様にご協力いただく賛助会費は、以下のような事業等に使われます。
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西崎くんのカバン

平成

29
年度賛助会員大募集！

個人会員 １口 ５００円（年間）
法人・団体会員 １口 5,000円（年間）

〈平成２9年１月２6日～平成２9年3月27日〉

●ユニー株式会社　ピアゴラフーズコア　菅場店 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　アピタ　千代田橋店 様
●匿名 3名　以上6件

　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。

「シニアメイク
ボランティアすみれ」
活動紹介

善意の小箱善意の小箱

ねぇ、その大きな
カバンにはいつも
何が入っているの？

西崎くん、地域の人
たちのために日々
頑張っているのね！

あ、ありがとぅ。
持てるかなぁ…

はい！
外出時に迷わないよう
プレゼント！！

名刺はもちろん、相談に必要な
資料、スリッパでしょ。
それから・・・

  私も力に
ならなきゃ！

後日…

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
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千種区ボラ連を
　　　　　知ろう！

　年齢を重ねても、女性はいつも美しくありた
いと心のどこかで願っているものです。私達
「シニアメイクボランティアすみれ」はそんな思
いのお手伝いをしたいと、デイサービスや認知
症カフェで活動をしています。
　メイクやマニキュア、ハンドケアの中で最近
はマニキュアを希望される方が多くなりました。それは完成後にご自
分の綺麗になった指先をみて楽しめること、お孫さんや周りの方達か
ら「かわいい！」「おしゃれ！」と褒めてもらえること、などでしょうか。そ
れがとても嬉しいと仰います。
　中にはそんな習慣もなかったし、恥ずかしいと遠慮なさる方もい
らっしゃいますが「こんなに綺麗になったよ」とか「やってごらん」とか
周りの方に勧められ人生初めてのマニキュアにチャレンジされ、素敵
な笑顔を見せてくださいます。
　私達は皆さんのその笑顔に励まされて、これからも「綺麗！」のお手
伝いを続けたいと思います。

　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。

シニアメイクボランティアすみれ

日　時 ： 平成29年6月20日（火）
　　　　  14：30～
場　所 ： 千種区社会福祉協議会
　　　     研修室

第5回


