
～福祉のまちづくりにご協力を～

賛助会費

●学区ふれあい給食会の応援
●福祉教育の器具・機材経費
●地域の担い手養成講座開催経費（託児・小修繕ボランティアの養成活動支援）

●介護予防の取り組みとしての珈琲ボランティアの養成
●学区地域福祉推進協議会への助成

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。

　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ています。

　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、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ています。

網戸の張り替え作業中 珈琲の淹れ方特訓中

令和
元年度
令和
元年度
令和
元年度 賛助会員大募集！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）
※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。

この広報紙は賛助会費を財源に作成しました。

も
く
じ  

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！ 2019年7月　第82号2019年7月　第82号

■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/

令和元年度 賛助会員大募集！…………………… P.1
第４次 地域福祉活動計画 始動！！………………P.2
共同募金、こうして使われています！……………P.3
～花壇に花を咲かせましょう♪～………………P.3
ちくさだれでも広場を開催！……………………P.4

ちくさお助け情報を発行しました………………… P.4
赤い羽根共同募金のご報告……………………… P.4
ボランティア保険のご案内 令和元年度 ………… P.4
『認知症サポーター』が地域で活躍しています！…… P.5
千種区ボラ連を知ろう！／善意の小箱…………… P.6 ユーカリーナ



　千種区社会福祉協議会では、住民のみなさまと一緒に、人と人、人と地域が「つながる・ひろがる・かよいあう」と
いうスローガンをかかげて、「地域福祉活動計画」をすすめてきました。地域福祉活動計画とは、「誰もが安心して生
活できる千種区」を目指して、地域の方々が抱える困りごとや悩みの解決・軽減をはかるため、住民のみなさまと関
係機関・団体などが協力して取り組む具体的な行動計画です。
　この約1年間、たくさんの話し合いを重ねて、令和元年度から始まる５年間を実施期間とした「第４次地域福祉活
動計画」を策定しました。いよいよ、その計画の推進に取り組んでまいります！

　令和元年５月２４日（金）に第４次活動計画の
推進委員会の全体会（第1回）を行いました。推
進委員のメンバーは、計画策定からの委員のみ
なさんに加えて、新たに２１名の委員さんを迎
え、総勢４６名でスタートします。
　これから「きっかけ」「ひと」「つながり」のグ
ループごとに、１～２ヶ月に１回程度の頻度で、
話し合いや、イベント・企画実施などに取り組み
ます。広報誌「はなみずきのまちだより」でも、
活動について掲載していきたいと思います。

　第4次活動計画の内容詳細は、冊子の配布、ホームページへ
掲載する予定です。
　たくさんの住民のみなさまに知っていただき、活動の輪を広げ
ていきます。

　計画策定に参加してく
ださった住民の方と学生
さんのアイディアから生
まれたキャラクターです。
頭の上に載せているの
は、千種区で有名なあの
キャラクタｰが大好きな
葉っぱ！？

誰もが安心して生活できる千種区を目指して

第４次 地域福祉活動計画 始動第４次 地域福祉活動計画 始動第４次 地域福祉活動計画 始動第４次 地域福祉活動計画 始動第４次 地域福祉活動計画 始動！！第４次 地域福祉活動計画 始動！！

活動計画マスコットキャラクター

ユーカリーナ

「第1回推進委員会」を開催しました「第1回推進委員会」を開催しました

計画冊子（概要版）の表紙

「きっかけ」づくり
「ひ　　と」づくり
「つながり」づくり
３つのグループですすめます。
わたしも、みなさんと一緒に

取り組みます！！

第4次活動計画のスタート会議
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　千種区社会福祉協議会では、地域の皆さんに気軽に立ち寄っていただけ
るような施設づくりを目指して、今年の春から正面玄関の花壇に花をいっぱ
い咲かせよう♪と取り組んでいます。
　まず、無造作に伸びた常緑樹を抜去することから始まりました。この作業に
ご協力下さったのは花水木鯱城会（＊１）の方々です。長年手入れができないま
まになっていた常緑樹は蔦や根がとても頑丈で、刈り取ること２時間・・・。
　真っ新になった土には、地域住民の方がご自宅で育てられた、桜草や蔓
日々草、スズランやローズマリーなど、ご寄附いただいた花達をはじめ、パン
ジーやマリーゴールドの苗が植えられ、賑やかな花壇となりました。
　また、この夏、花壇には災害ボランティアちくさネットワークの方のご協力
により、ひまわりが花を咲かせようとしています。このひまわりは被災地を元
気づけるために咲き繋げている種で育った花で、阪神淡路大震災の際、ある
学生のボランティアが被災者の皆様へ「心の支えになれば…」と想いを込め
てひまわりの種を配ったことから始まり、その後、新潟県中越地震、能登半島
地震へと咲いた種が繋げられたものです。娘さんが住む千種区へ避難された
被災者の方から「“防災意識と命の尊さ”を千種区の皆さんへ伝えたい…」と
の想いでいただいたものです。
　現在、高齢者はつらつ長寿推進事業（＊2）の参加者や花水木鯱城会の有志の皆さん、地域住民の方々に、水やり、
肥料やり、植え替えなどのご協力、アドバイスや愛情をいただきながら育っています。ご協力いただいている皆様、
ありがとうございます。

～花壇に花を咲かせましょう♪～～花壇に花を咲かせましょう♪～

（＊１）名古屋市高年大学の卒業生で結成されている会　（＊２）名古屋市から受託している介護予防事業

共同募金、こうして使われています！

　今年２月２３日、「高見まちづくりを考える会」が主催し、高見学区
連絡協議会及び市上下水道局千種営業所などの協賛による、“防
災とご近所づきあい”をテーマに講談・トークショー・ミニゲームを
セットにしたイベントが、高見コミュニティセンターで行われました。
　この催しは、防災をとおした学区住民の助け合い、支え合いを
深めることを目的としたもので、子どもから高齢の方々まで、およ
そ８０名が参加されました。

　始めに、大須演芸場などで活躍する講談師の旭堂鱗林さんの
防災を交えた講談と話しで、会場は大きな笑いの渦に。
　また、以前から旭堂鱗林さんと親交がある東海ラジオアナウン
サーの源石和輝さんも登場し、災害への備えや地域住民の共助な
どについて、おふたりの息ピッタリの楽しい掛け合いトークが繰り
広げられました。
　最後は、災害時の情報を住民間でいかに正確に伝えられるのかの伝言ゲームを参加者全員で楽しみ、会場は
大きな歓声に包まれました。
　この事業は、“赤い羽根共同募金”の助成金で実施されたものです。今年も１０月から共同募金運動が展開され
ます。みなさま、ぜひともご協力、よろしくお願いいたします！

きょくどうりんりん

　この企画は今年２月に名古屋市社会福祉協議会が実施した「職員提案制度」において、各種地域関係団体をはじめ地域住民の皆様方と共に取り
組んだことが評価され、優秀賞に選ばれました。

P6. 4コマまんがも見てね♪
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ちくさだれでも広場を開催！ちくさだれでも広場を開催！

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

～赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで、一緒に遊ぼう、食べよう、ふれあおう～
大好評をいただいている「ちくさだれでも広場」を今年も実施します。

日　時 7月31日（水）10:30～13:30
会　場 千種区在宅サービスセンター
内　容 軽食ブース（パン・おにぎり・コーヒー等ドリンクも用意）

遊びブース（音楽・工作・キッズネイル・手品・紙芝居・キッズコーナー・折り紙・工作等）
対　象 区内在住のどなたでもご参加いただけます。
参加費 子どもは無料（18歳まで）大人は100円
申　込 不要。当日直接お越しください。

※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

　そのようなお声にこたえるべく、『 ち ょっとした　く らしを　さ さえる
お助け情報』を発行しました。
　本紙は、千種区内の非営利団体で生活上のお困りごとのお手伝いをされている
団体さんをまとめたものです。
　一部団体を除いて、すべての人に使って
いただけるもので、ご高齢の方だけでなく、
妊婦さんや怪我の治療中のかたなどにも
使っていただけます。

千種区生活支援連絡
会

ち く さ

お助け情報
（非営利団体サービス

）

さ さ え る
く ら し を
ち ょ っ と し た

ボランティアグループ
月木会

地域で何かのお役に立てたらと、水・木・金曜日の夕食を作って届けています。

困った時はお互いさまの精神で、ふだんのお困りごと（家事・外出の付き添いなど）のお手伝いを楽しく活動しています。

コープあいち くらしたすけあいの会

ちょっとした困りごと（電球交換や草とり等）をご近所ボランティアがお手伝いします。

千代田橋学区地域福祉推進協議会
庭の草取り、窓ガラス拭き、家具移動やゴミ出しなどのお手伝いをさせて頂きます。

生活支援 ネットちくさ

特定非営利活動法人アダージョちくさ（ワークルーム・ぐるっぺ）

うつ病など、精神障がいをかかえた方の職業訓練として家の中の片付け・掃除などのお困りごとにも対応いたします。

特定非営利活動法人花＊花（お弁当工房花＊花)

知的障がいのある人達と共にヘルシーな日替り弁当を手作りし宅配。地域交流を図っています。

公益社団法人 名古屋市シルバー人材センター 北部支部

高齢者が豊かな経験と能力を活かし、家事や草取りなど様々な仕事をお引き受けしています。

買い物や病院にひとりで行くのがえらかったら、誰かに付き添ってもらうのはどうでしょう？

草むしり、電球の取り換え等がえらかったら少しだけお手伝いしてもらうのはどうでしょう？

外出の
お手伝い！

家の中の
お手伝い！

お弁当の
宅配！

外出の
お手伝い！

家の中の
お手伝い！

毎日食事を作るのがえらかったら、宅配のお弁当をとってみるのはどうでしょう？

お弁当の
宅配！

外出 家の中外出 家の中

家の中家の中

家の中家の中

（平成30年12月末現在の情報です。）

※千種区内の非営利団体に限り、掲載しております。
外出 家の中外出 家の中

外出 家の中外出 家の中

お弁当お弁当

お弁当お弁当

もく かいげつ

・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・

外出外出

家の中家の中
お弁当お弁当

緑の をご覧下さい！

ピンクの をご覧下さい！

黄色の をご覧下さい！

1

2

3

4

5

6
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ボランティア保険のご案内  令和元年度

内　　容

保険期間

手続方法

注 意 点

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。

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、
祝日はお休みです。）
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。

※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。

手続き日の翌日から年度末まで

　昨年度も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３０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。
　みなさまから頂いた募金は、令和元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。

じぶんの（千種区）町を良くするしくみ

歳末たすけあい募金

１，００１，０３８円

一般募金

９，７３１，１００円

平成３０年度最終実績額

赤い羽根共同募金のご報告

ちくさお助け情報を発行しましたちくさお助け情報を発行しました

　社会福祉協議会の窓口他、区役所あじさい広場、東部・西部いきいき支援
センターなどに配架しております。是非お手に取ってみてください♪

「前は自分でできたのに、最近、少し「えらく」なってきた」「前は自分でできたのに、最近、少し「えらく」なってきた」

昨年度の様子
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高齢者の健康・福祉・介護のご相談は･･･

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

宮根台1－4－24 山内ビル1階
電話 726ｰ8944　FAX 726ｰ8966

東部いきいき支援センター分室 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

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

『認知症サポーター』が地域で活躍しています！『認知症サポーター』が地域で活躍しています！

　高齢化が進むにつれて、認知症高齢者の数も増加しています。いきいき支援センターでは、認知症になったとしても住
み慣れた地域で安心して暮らしていただけるように、地域で認知症の理解者を増やす活動を支援しています。その活動
の一つとして認知症サポーター養成講座を行っています。認知症サポーター養成講座は、認知症の基礎知識やサポー
ターとして何ができるかなどを学ぶ講座で、地域や職域・学校などで実施しています。いきいき支援センターでは毎月認
知症サポーター養成講座を行っております。またご依頼があればグループや企業へ出張講座も行っております。
　今回は認知症サポーター養成講座を受講された方のその後の活動について２つご紹介させていただきます。

　認知症サポーター養成講座やちくさ区認知症予防体操インストラクター、認知症カフェのボランティアに関しての
お問い合わせがございましたら、千種区東部・西部いきいき支援センターまでご連絡下さい。

　一つ目は千種区独自でおこなっているちくさ区認知症
予防体操インストラクターです。認知症予防には運動療
法が有効と言われています。その中でも特に、頭と体の運
動を同時に行うエクササイズ（コグニサイズ）が認知機能
を向上させることが、様々な研究の結果から分かってきま
した。これらを取り入れた、認知症予防体操を地域に普及
していくための取り組みがちくさ区認知症予防体操イン
ストラクターです。認知症サポーター養成講座を受講した
うえで、更にちくさ区認知症予防体操インストラクター養
成講座を受講した方がインストラクターとして活動を行っ
ています。地域のサロンや高齢者はつらつ長寿推進事
業、学区の勉強会や市民講座などを訪問し、認知症予防
体操を実践・普及できるよう活動しています。

　二つ目は認知症カフェのボランティア参加です。認
知症カフェとは認知症の方・認知症の方を介護されて
いるご家族・地域住民どなたでも参加できるカフェ
で、気軽に認知症のお話や情報共有を行ったり、専門
職に相談できる場となっています。千種区のアピタ千
代田橋店でも認知症カフェを行っており、認知症サ
ポーターが、ボランティアとしてカフェの運営に参加
しています。アピタの認知症カフェではお茶の準備を
したり、場所のセッティング、カフェに参加している方
とお話をしています。いつも皆さん笑顔でいきいきと
活動しています。

　認知症サポーター養成講座やちくさ区認知症予防体操インストラクター、認知症カフェのボランティアに関しての

認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座

※前日までにお申し込みください。

ちくさ区認認知症予防体操イン
ストラクターちくさ区認知症予防体操イン
ストラクター

認知症カフェボラ
ンティアア認知症カフェボラ
ンティア

東部 9/24（火）時間 14:00～15:30 西部 8/14（水）
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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

ホームページ

※花水木鯱城会とは名古屋市高年大学の卒業生で結成
されている会です。

花壇に花を咲かせましょう♪
「千種区社協ものがたり」No.20

＜平成31年1月26日～令和元年6月24日＞

●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズコア今池店　●ユニー株式会社 ピアゴ ラ フーズドラッグ萱場店
●ユニー株式会社 アピタ千代田橋店　　　　　　●名古屋ヤクルト販売 株式会社　　●匿名　1件

「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。善意の小箱善意の小箱

千種区ボラ連を
　　　　　知ろう！

　ある日、妻から「あなたは世間が狭いか
ら、もっと広く世間に目を向けてみては？」と
言われたことがありました。
　ずっとサラリーマン生活をしてきて、ちょ
うど営業担当から業務支援と人材教育担当
になり、また５０歳を過ぎて何をしていこうか
と思っていたところでもありました。
　「素敵な声をしている」と周囲から褒めら
れる機会が多く、声を活かして何かできない
かと朗読をはじめたことがきっかけです。

活動をはじめられた
きっかけはなんですか？

　視覚障がいのある利用者のみなさんの集まりに参加した時に、「あ
なたの声だったのね」と言ってくださることがうれしかったです。音訳
以外にも視覚障がいの方の買い物同行など、今まで自分が知らなかっ
た生活を知ることができました。
　またバリアフリーという仕組みが、障がい者だけでなく健常者にも
暮らしやすい仕組みだということもわかりました。自分が高齢者に
なった時に、どんなサポートが必要かも考えながらこれからも活動し
ていきたいです。

活動されてみて、やりがいだったり感想を教えてください。

　定年を迎え、活動できる時間も増えるので観光ボランティア、東京オ
リンピックボランティアへと活動の輪を広げていきたいと思います。

今後の意気込みをお願いします。

Ｑ

Ａ

Ｑ
Ａ

Ｑ
Ａ

※ウイズコープとは、コープあいちの機
関紙「ウイズコープ」のことで、音訳し
てCDに編集し、視覚障がいのある利
用者に送付しています。

コープあいち・ウイズコープ録音グループ
早川　裕之 さん

ボランティアさんにインタ
ビュー！

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。

（作）あいち造形デザイン専門学校　まんが科
和歌　芹奈 さん

在宅サービスセンターの
花壇、荒れ放題ですね

玄関が
これじゃなぁ

わしらがいれば、
あっという間さ！

すっかり
綺麗に
なったねぇ

ありがとうございます！
親しみやすいセンターに

なりました

ずっと待っているの
に誰もこないなぁ

おかしいな

綺麗な服に
着替えた
方がいいよ

花水木
鯱城会の
皆さん

手
伝
お
う
か
？
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