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今年も今年も

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ています。
募金は愛知県共同募金会で集約され、千種区や愛知県内の福祉活動のために使われています。
　各家庭や、職場や学校、イベントなどで募金の機会がございましたら、ご協力お願いいたします。
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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！ 2022年11月　第92号2022年11月　第92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／ https://www.chikusa-shakyo.jp/

この広報紙は共同募金を財源に作成しました。
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　星ヶ丘学区は、長らく地域に住む人、新しいマンションや、公営住宅や大型公団
に住む人など、さまざまな人が暮らす文教地区で大学２校、高校3校、中学2校と
小学校があり、デパートを中心に商店街があります。この様な環境下で、推進協
発足時から各自治会推せんの民生委員を中心に、高齢者から子どもまで、福祉の
充実した住み続けたくなる街を目標に活動しています。残念ながら、活動はここ
２年余コロナ禍で活動が制限され大半を中止しています。再開後は、好評いただ
いている交流事業「敬老のつどい」「高齢者サロン」「子育てサロン」や、今迄に
実施したことのある世代間交流事業の軽スポーツ「歩け歩け平和公園南約４キロ」
「グランドゴルフ」「ボッチャ」などに取り組みたいと思います。特に敬老のつどい
は、星ヶ丘小学校生徒さんの参加をはじめ、地域の方による剣舞や詩舞など、
住民のみなさんにも参加いただけるよう企画したいと思っています。一人暮らし
の高齢者への給食では、配食を年４回、会食を年2回実施してきており、会食で
は、参加者と民生委員の合唱、お楽しみ抽せん会などを楽しんでもらっています。

星ヶ丘
学区

私のまちの

推 進 協

私のまちの 推 進 協推 進 協
すいすい しんしん きょうきょう

　区内でボランティア活動をしている方を「え～ひと」と称
し、これからボランティアをはじめる方の参考として、また新
しい活動やつながりを生む足がかりとして、活動情報を集め
ています。まずは、活動計画に関係するボランティアさんや
ボランティア連絡協議会のみなさんなどに呼びかけ、対面
でのインタビューを行いながら情報を集めています。最終的には、みなさんから集めた情報を閲覧できる資料としてまとめ、
ボランティアに関する相談や講座の場で活用していく予定です。この取り組みを通じてボランティア活動をしている方に
お会いしお話を伺う中で感じたことは、ボランティアを始めたきっかけ、やりがいなどはひとそれぞれで、どの方もご自分の
ペースで楽しみながら活動しているということです。集める情報は、単に活動情報にとどまらず、おひとりおひとりの「お人柄」
や「活動への思い」も含めたものにしたいと思っています。

　9月18.19日に行われた「いきいき今池お祭りウィーク2022」に初めて参加しました。3年
ぶりの開催ということもあり、とても賑やかで地元の方から愛されているお祭りだと感じま
した。19日は悪天候のため中止となりましたが、18日はなんとか天候にも恵まれ、社協ブー
スに多くの方に立ち寄っていただきました。「災害ボランティアちくさネットワーク」のみな
さんの協力のもと、非常食の展示をはじめ、いざ災害が発生した際に困る“トイレ”のお話
しと明治安田生命保険相互会社様からいただいた凝固剤などを配布し、防災啓発活動を行
いました。また、ユーカリーナ救出ゲーム、ガチャガチャなどを設置し、子どもたちに楽しん
でいただくとともに、社協広報誌や地域デビュー冊子なども配布しながら、地域福祉活動
などのPRにも務めました。“食べることも大事だけど、出すほうのことも考えなきゃね”“社協ってはじめて知った。いろいろな
ボランティア活動があるんだね”などと言った声も聞かれ、今回の参加はとっても有意義な機会となりました。今後も機会を捉
え、いろいろなイベントに参加しながら、社協のPRとともに地域福祉活動につながる広報に取り組んでいきたいです。
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誰もが安心して
生活できる千種区を

目指して

いきいき今池お祭りウィーク2022

きっかけグループ   イベント等への参加  

ひとグループ   え～ひと紹介  
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第74回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果 第74回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果 第74回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果 第74回赤い羽根協賛児童生徒作品コンクール審査結果 第74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。（応募総数 ポスター 170作品　 書道 682作品） 

書 道 の 部 佳作ポスターの部

佳作

田代学区小学校
1年生
小口　綾芽

大和小学校
1年生
松野  れもん

宮根小学校
2年生
南　怜花

星ヶ丘小学校
2年生
富田　紗弥

上野小学校
4年生
水野　智揮 

高見小学校
4年生
山下　純令

上野小学校
5年生
林本　真依

大和小学校
6年生
手島　花

若水中学校
1年生
北爪　沙夜

若水中学校
3年生
小西  くらら

入
　
選

入
　
選

入
　
選

田代小学校
3年生
井手　海央

星ヶ丘小学校
3年生
一柳　京子

東山小学校
4年生
佐伯　奈美

椙山女学園大学
附属小学校4年生
坂上　凛歩

千種小学校
5年生
石垣　美結

宮根小学校
5年生
甘利　美旺

千石小学校
6年生
菊田　芽沙

東山小学校
6年生
黒川　咲歩

若水中学校
2年生
加藤　薫子

椙山女学園中学校
3年生
宮本　沙夜

入
　
選

入
　
選

入
　
選

自由ヶ丘小学校6年生

李　金澤

椙山女学園大学
附属小学校3年生

安藤　ひめか

千種小学校4年生

河村　果穂
星ヶ丘小学校5年生

別所　穂乃花

椙山女学園中学校2年生

酒井　愛菜
振甫中学校2年生

浅井　結良

★ 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

展　示　会　場 展　示　期　間

千種スポーツセンター
千種区星が丘山手１２１

11月14日（月）～11月30日（水）　９：３０～１８：００
●金曜休み　最終日は15時まで　※曜日により時間変動あり

星
ヶ
丘
小
学
校
3
年
生

杉
田　

悠
月

振甫中学校1年生

浦井　凜心

千種区共同募金委員会　TEL ７６３－１５３１  FAX ７６３－１５47問い合わせ先

銀賞金賞

星ヶ丘小学校 小4年生

下原　梨子
田代小学校5年生

野﨑　伶美
富士見台小学校6年生

石田　杏

名古屋大学教育学部
附属中学校3年生

長谷川　楓

千種台中学校3年生

周　英芳

東星中学校1年生

森　優貴
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＜令和4年6月17日～令和4年10月17日＞
「千種区の福祉に役立ててください」と善意の寄付等をいただきました。

皆さまからいただいた寄付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。

善意の小箱善意の小箱
●ユニー㈱ピアゴ ラフーズコア今池店 様　●ユニー㈱アピタ 千代田橋店 様 ●ユニー㈱ユーストア 萱場店 様
●㈱美濃庄 長村 庄太郎 様 ●名古屋ヤクルト販売㈱ 様　●浜田　健 様　●明治安田生命保険相互会社 様
●堀場 昌子 様

寄　付

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

TEL 【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
FAX ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・052-763-1547
ホームページ・・・・・・・・・・https://www.chikusa-shakyo.jp/

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

●お問い合わせ先

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）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・052-763-1531
・・・・・・・・・・・・・052-763-1536
・・・・・・・・・052-763-1530

 【千種区介護保険事業所】・・・・・・・・・・052-763-7842
052-763-1331

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・052-763-1547
https://www.chikusa-shakyo.jp/

•••••••••••••••••••••••

千種区社協
ホームページは
こちら♪

インスタグラムで、ユーカリーナが千種区社協のことや

千種区の地域福祉の情報などを発信しています♪

　8月29・30・31日(3日間)に、今年度も千種児童館とボランティア
連絡協議会の協働で小学生を対象に学習会が開催されました。
明治安田生命保険相互会社様よりSDGｓのクイズやボランティア
グループらっこの会より絵本の読み聞かせをする「お楽しみ会」を
行いました。子どもたちは積極的にクイズに答えたり、真剣にお話を
聞く姿が見られたりするなど、とても良い機会となりました。今後も
ボランティア連絡協議会として何ができるか考え、協力し合いなが
ら千種区で活動していきたいです。

　身近な方が認知症になった時、認知症を正しく理解すること、そしてご家族だけで抱え込まないことがとても大切です。いきいき支
援センターでは、今年度下半期も認知症の人を介護するご家族向けに『家族教室』、『家族サロン』や『もの忘れ相談医の専門相談』を
開催いたします。また、認知症への理解を深めるため『認知症サポーター養成講座』も開催しますので、ぜひご参加ください。

いきいき支援センター
からのお知らせ

　身近な方が認知症になった時、認知症を正しく理解すること、そしてご家族だけで抱え込まないことがとても大切です。いきいき支

認知症の人を介護する家族支援事業を開催します！
令和4年度下半期

認知症の人を介護する家族支援事業を開催します！
令和4年度下半期

※内容や参加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お気軽にご連絡下さい。
　なお、新型コロナウイルスの感染状況により中止になる場合がありますので、予めご了承ください。

11/24（木）、12/22（木）
1/26（木）、 2/16（木）

ご家族向け

※予約が必要です。回によって内容が
異なります。西部は『MOBILITY 
GATE 吹上(千種区千種3-5-7)』
での開催になります。

東部

13:30～15:30時間

11/15（火）、12/20（火）
1/17（火）、 2/21（火）

西部

家 族 教 室

11/22（火）、1/24（火）
3/28（火）

どなたでも

※前日までにお申し込みください。

東部

14:00～15:30時間

12/14（水）、2/1（水）西部

認知症サポーター養成講座

11/16（水）、12/14（水）
1/18（水）、 2/15（水）
3/15（水）

ご家族向け

※予約が必要です。

東部

13:30～15:30時間

11/21（月）、12/12（月）
1/16（月）、 2/13（月）
3/13（月）

西部

家族サロン

11/15（火）(※)、12/20（火）
1/17（火）(※)、2/21（火）
3/14（火）

ご家族向け

(※)分室にて開催。（宮根台1-4-24山内ビル1階）
※予約が必要です。相談時間は30分程度にな
ります。

東部

14:00～15:30時間

11/25（金）、12/16（金）
1/27（金）、 2/24（金）
3/24（金）

西部

もの忘れ相談医の専門相談

千種区ボラ連を知ろう！

千種区東部いきいき支援センター  TEL052-781-8343　千種区西部いきいき支援センター  TEL052-763-1530
千種区東部いきいき支援センター（分室）  TEL052-726-8944お問い合わせ
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