
●地域福祉活動計画とは…
地域福祉活動計画は、地域に暮らす人たち一人ひとりをはじめ、社会福祉協議会、地元の商店、企業、
学校、福祉施設、NPO 法人、区役所など、その地域に関係のある全ての方々が、地域社会を担う
一員として、自分の地域について考え、みんなで住みよい地域づくりを行っていくための行動計画です。

　平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災された方々ならびにご家族の
皆様に心よりお見舞い申し上げます。

多種多様な人材を活かした事業づ
くり

つながりができる仕組みづくり

南区共同募金委員会での受付金額　　計：18,246,328円（４月末日現在）
ー 中央共同募金会を通じ被災者の支援に役立てられます ー

●被災地域におけるボランティア・NPO活動支援のための募金も受付中

●東日本大震災義援金を南区共同募金委員会(南区社会福祉協議会)にて受付しています

皆さんからいただいた共同募金は、
地域で行う様々な事業に使われています。

これまで寄せられた義援金総額

子育て中のお母さん方も気軽に参加
いただけるよう託児もおこないました。

平成２３年２月15日(火）午前１０時～　於：南区役所大会議室
民生委員・児童委員、保育園・幼稚園、ボランティア団体、子育て現役ママ等５１名の方々に参加いただき、
子育てに関するスキルアップや情報交換・交流をおこないました。

講演会「子育て支援にかかわって～人とつながる喜びと私たちの学び～」
講師：前 菜の花保育園園長　湧井規子氏

地域別交流会

保育園における
農業体験を

通した交流の様
子♪

「子育て応援交流会の開催」共同募金の
使いみち

　南区における子育て支援の状況のほか、「子育て支援は人と人がつな
がる事が大切である」ということや「互助互恵（お互いに助け合う）」
の精神をわかりやすくお話しいただきました。
　また、子育て支援は「親に代わってに何かをする」という事ではなく、
親自身が自信を持って子育てができるよう支援をする姿勢が大切であ
るという事、そして「ストレングスアプローチ＝親の長所を見る事か
ら始める手法」など、子育て支援者として大変参考となるお話をいた
だき、参加者の方々はメモをとったり熱心に聞いていました。

　中学校区別のグループに分かれて子育てに関する情報を交換し、
病院、ママ達の寄るお店、危険箇所、公園情報などを地図上に記し
ていきました。交流会終了後も情報を順次追加し、「子育てマップ」
として子育て家庭に情報発信することを検討しています。

みなみ子育てネット

第１部

第２部

＊みなみ子育てネットではブログを開設し、
月刊誌「みなみっ子」だよりの情報等を
公開していますので、ぜひご覧ください！

クリック!
託児室検 索

　２２年度は実施項目№７「地域における世代間交流事
業の把握と他事業とのコラボレーション」の推進に力を
入れてきました。具体的な取り組みとしては、地域の
福祉施設・関係機関（高齢者施設、保育園、トワイライト
等）へ世代間交流の実施に関する状況調査を行ったり、
実際に交流している様子を現場調査にうかがったりしま
した。調査に行った先それぞれのやり方で工夫された
交流を行っており、とても参考になりました。
　地域のつながりの希薄化により、同じ地域に住んでいながらお年寄りと子どもたちがお互い
に顔も知らないという場合も多いと思います。交流事業により、顔の見える関係をつくり、
世代を越えてお互いに見守りあえるようなつながりができたらいいなと思います。
　２３年度は、２２年度の調査結果を活かし、関係機関への世代間交流の提案・協働実施など
に取り組み、新たな交流事業の実施につなげることを目標にしたいと思います。

　２２年度は､｢障がい児･者およびその
家族の意識調査｣、｢柴田商店街探検隊｣､
｢広報活動に関するアンケート」などから
見えてきた現状や課題を分析し､具体的な
取り組みに向けての話し合いを重ねました｡
　そして「地域と福祉をつなぐ仕掛け」と
して、モデル学区を選定し、障がい児･
者と地域住民の交流の場づくりをはじめ
ました。

　また、福祉施設の情報収集と
発信方法の見直しや､「誰にでもやさしい地域福祉活動の拠点」として､
『ここバリすぽっと』(‶こころのバリアフリー"をすすめる拠点という
意味)の基準づくりをおこなってきました。　
　２２年度はおもに事業企画･調整の年でありましたが、２３年度は
試行実施の年として、具体的な活動に取り組んでいきます。

受付期間  平成23年 ９月30日(金)まで

受付期間  平成25年 3月31日(日)まで

講演会の様子

交流会の様子

２グループ

３グループ

善 意 箱善 意 箱

カプラで遊ぼう！ ストラップドール ワークショップ

　平成２１年度から推進している「みなみひまわりプラン２」は、今年度で３年目と
なります。この２年間、地域住民のみなさん、関係機関のみなさんで構成された３つの
グループに分かれ、目標に向かってあらゆる取り組みを実施してきました。
グループごとに平成２２年度の歩みをご報告いたします。

地域で支えあう関係づくり

（第２次地域福祉活動計画）
22年度活動報告

サマーボランティアスクールサマーボランティアスクール
～学生の皆さん、夏休みは社会福祉施設でボランティアの活動体験をしてみませんか～

まごころのこもったご寄付をありがとうございました。厚くお礼申し上げます。
（敬称略　順不同）

VOLUNTEER INFORMATION VOLUNTEER INFORMATION VOLUNTEER INFORMATION VOLUNTEER INFORMATION

●後藤政和　●名古屋南モラロジー事務所
●匿名１件

総 額　90,000 円
(平成23年１月１日～３月３１日）　

〒457‒0058 前浜通3‒10 南区役所庁舎4階　TEL ８２３－２０３５ FAX ８２３－２６８８

活動期間　７月２５日(月)～８月１９日(金)の各週月曜日から金曜日までの５日間
活 動 先　区内の社会福祉施設など
対 象 者　南区内在住または在学の中学生以上の学生の方で、５日間連続して活動可能で
　 事前研修会に必ず出席できる方。
参 加 費　無料。ただし、ボランティア活動保険料(２５０円)、及び児童福祉施設などで
　 活動する場合は検便代(３００円)の自己負担あり。
募集定員　２００人程度（申込み多数の場合は抽選）
事前研修　７月２０日(水)午後２時～南区役所講堂で実施。活動に
 ついての説明をします。
申し込み　南区内の中学、高校の方は担当の先生に、それ以外の方は
 ６月１３日(月)必着で申込書を下記まで郵送あるいは持参
 してください。 ※申込書は下記で配布。

日時：６月２６日(日） 10：00～17：00
場所：イオンモール新瑞橋
　　　１階セントラルコート
内容：カプラ遊び・おもちゃ銀行
主催：おもちゃ図書館ぴっころ・
　　　おもちゃ銀行はっぴーらびっと
　　　　参加自由・入場無料！

日時：７月２２日(金） 10：00～12：00
場所：南区在宅サービスセンター研修室
　　　(南区役所５階）
内容：驚くほど多彩なポーズを見せてくれる
　　　シンプルな木の人形を作ります。
持物：はさみ
講師：ジョイライフワークス 代表 前野  健氏
定員：３０名（先着）
申込：７月１日(金）～受付開始
申込先：南区社会福祉協議会（823-2035）
主催：南区ボランティア連絡協議会

　魔法の板・カプラで大人も子どもも楽しもう！
おもちゃ銀行もあるよ。イオンでの買い物も兼ね
てぜひお越しください。

申込先・問い合わせ先

ボランティア情報ボランティア情報

みなみひまわりプラン２

フコク生命名古屋支社外野クラブ様より、タオルのご寄付をいただきました。いただいたタオルは、
南区ボラティア連絡協議会加盟グループに配布し、ボランティア活動に活用されています。

カプラで遊ぼう！ ストラップドール ワークショップ
ふれあい広場事業

南区社会福祉協議会　サマーボランティアスクール係

１グループ

　実施項目№５「地域の人や様々な行事をつなぐ場づ
くり」では、「福祉行事･イベント交流会」を実施し、
各イベントの参加者同士が新たにつながるきっかけ
づくりをおこないました。

　実施項目№３「子どもの視点も活かした自分
たちのまち調べ」では、サマーボランティア
スクール
参加者のうち有志９２名が、公
園のきれい度や設備の有無、遊
びやすさなど、子どもならでは
の視点を活かした公園調べをお
こないました。

　22年度の１グループの取り組み状況の一部を紹介
させていただきます。
　実施項目№１「防災ずきんづくりで地域の交流」
№２「地域で防災意識の向上」では、はつらつクラブ
全８会場（参加者１７０名）及び認知症家族サロン
などで防災ずきんづくり講座を実施し、防災ずきん
づくりを通して、交流を深め、防災に関する意識の
向上をはかりました。今年度も学区などからの要望に
応じ、指導者派遣等をおこなっていきますので興味の
ある方は是非お声かけください！

２３年度は、５年計画の中間年ですので、評価・振り返りを含め、より一層各実施項目に取り
組んでいきます。
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フコク生命名古屋支社外野クラブ様より、タオルのご寄付をいただきました。いただいたタオルは、
南区ボラティア連絡協議会加盟グループに配布し、ボランティア活動に活用されています。

カプラで遊ぼう！ ストラップドール ワークショップ
ふれあい広場事業

南区社会福祉協議会　サマーボランティアスクール係

１グループ

　実施項目№５「地域の人や様々な行事をつなぐ場づ
くり」では、「福祉行事･イベント交流会」を実施し、
各イベントの参加者同士が新たにつながるきっかけ
づくりをおこないました。

　実施項目№３「子どもの視点も活かした自分
たちのまち調べ」では、サマーボランティア
スクール
参加者のうち有志９２名が、公
園のきれい度や設備の有無、遊
びやすさなど、子どもならでは
の視点を活かした公園調べをお
こないました。

　22年度の１グループの取り組み状況の一部を紹介
させていただきます。
　実施項目№１「防災ずきんづくりで地域の交流」
№２「地域で防災意識の向上」では、はつらつクラブ
全８会場（参加者１７０名）及び認知症家族サロン
などで防災ずきんづくり講座を実施し、防災ずきん
づくりを通して、交流を深め、防災に関する意識の
向上をはかりました。今年度も学区などからの要望に
応じ、指導者派遣等をおこなっていきますので興味の
ある方は是非お声かけください！

２３年度は、５年計画の中間年ですので、評価・振り返りを含め、より一層各実施項目に取り
組んでいきます。



社会福祉法人昭徳会社会福祉法人昭徳会

子ども家庭支援センターさくら子ども家庭支援センターさくら
平成23年度 事業計画ならびに収支予算平成23年度 事業計画ならびに収支予算

「地域福祉推進協議会」の活動を軸に

以下の事業を支援・実施します。

■第2次地域福祉活動計画

　～みなみひまわりプラン２～の推進

■「ふれあい給食会」活動支援

■「ふれあいネットワーク活動」支援

■「シルバーパワー事業」支援

■各種サロン・サークルの活動支援

■「ひまわりハウス」の運営　　など

■南区在宅サービスセンターの

　運営

■南区デイサービスセンター

　ひまわりの運営

■共同募金運動への協力

■生活福祉資金の貸付

■広報紙「ふれあいみなみ」の

　発行やホームページなどによ

る福祉広報活動 など
■名古屋みなみ災害ボランティア

ネットワークと協働し、防災啓

発活動を行います。

■サマーボランティアスクールの実施

■ボランティア団体活動支援 など

194,875千円194,875千円

人件費助成金
19.4％

整備資金借入
償還補助金
13.3％

事業事務費
助成金
9.2％
管理費助成金
2.7％その他助成金

1.0％

デイサービス
介護保険収入
34.6％

共同募金
配分金
6.4％

賛助会費等
3.3％

寄付金
0.8％

繰越金
7.8％

その他1.5％

人件費
19.4％

整備資金
借入償還金
13.3％

デイサービス事業
30.6％

地域福祉事業
7.7％

管理費
5.0％

はつらつ長寿推進
事業費5.4％

高齢者福祉事業
3.4％

児童福祉事業0.9％

障がい児者
福祉事業1.1％

低所得者福祉事業
0.2％

ボランティア
推進事業0.3％

事務費2.0％
積立金5.4％
その他5.3％

■地域で子育てを支えあう南区を

目指し、子育て応援交流会を開

催するとともに、子育て支援事

業に対し積極的に協力します。

子育て支援事業の実施・協力
その他の事業

ボランティア活動の振興

子ども家庭支援センターさくら TEL：８２１－７８６７（平日９時～18時）

１日目 ８月26日(金）13：30～15：30

13：30～15：30

10：00～12：00

●事業の概要説明　●地域の社会資源について
●ボランティアとしての心得　他 在宅サービス

センター
研修室

南区社会福祉協議会
TEL ８２３－２０３５
（担当／木村・竹内）

日にち 時　　間 内　　　容 会　　場

２日目 ９月２日(金） ●高齢者の理解

３日目 ９月９日(金） ●グループワーク　●振り返り　他

地域福祉活動の推進

収入の部収入の部

災害ボランティア
ネットワークとの連携・支援

事 業
計 画

収 支
予 算

■障がい者と区民のつどい

　「さわやかウォーク」の開催

■福祉用具・福祉車輌の貸出事業 など

障がい者および
障がい者団体への支援

■地域のボランティア等の協力を得て、レクレー

ション活動や体操などを通じて介護予防や仲間づ

くりなどを目的として実施します。

高齢者はつらつ長寿推進事業の実施

194,875千円194,875千円

支出の部支出の部

■高齢者ができるだけ地域で自立し

て生活ができるよう、各種相談、

介護予防マネジメントなどの心身

の健康維持、保健・医療・福祉の

向上、生活の安定のために必要な

援助や支援を行います。また、認

知症高齢者を介護する家族に対す

る支援事業も実施します。

南部いきいき支援センター
(地域包括支援センター)の

運営協力
子ども家庭支援センターさくらでは見守りボランティアを募集しています!!子ども家庭支援センターさくらでは見守りボランティアを募集しています!!
　学生・子育ての落ち着いた方、子どもが好きな方など…「あそび場」での見守
りボランティアを募集中です。時間は10：00～12：00の間何時でも可能。
自分の空いた時間に子どもたちを見守るボランティアをしてみませんか？
　興味のある方は、子ども家庭支援センターさくらまでご連絡をお願いします。

　子どもの福祉に関する問題について、児童・家庭・地域住民からの相談に応じ、保護を要する児童
またはその保護者に対する支援を行い、あわせて児童相談所や児童福祉施設・関係機関等との連絡調節を
行っています。
　具体的には、ホールを開放し子育て中の親子が一緒に遊べる場を提供する「あそび場」を開催｡（火曜～
金曜日10:00～13:00 ※第２水曜は10:00～15:00）参加は自由で、子どもたちを遊ばせながら
お母さん同士が情報交換をしたり、子どもたちの交流の場としても好評です。１日平均２５組の親子が
訪れています。手遊び・パネルシアター・季節のイベントなどもあり、絵本や育児書などの貸し出し、
地域交流・異世代交流なども行っています。
　この日はお抹茶を楽しむ会が開催され、お母さんの息抜きの場に
もなっているようです。
　他にも、地域家庭相談窓口（平日：9:00～17:00）子育ての悩み
などの相談を電話やメールで受け付けています。必要に応じて、
面談･訪問、心理士による来所相談(無料･要予約)も行っております｡
　短時間託児（平日：10:00～12:00、13:00～15:00 ※無料・
要予約）６ヶ月から就学前のお子さんを、２時間までお預かり
します。利用の理由は特に問いません。

　参加者のお話し相手やレクリエーションなど、はつらつクラブの運営をお手伝いしていただける方などを
対象にみだしの講座を開催します。
　運営のお手伝いに限らず、｢得意なことや興味のあることをこれからボランティア活動に活かしてみたい｣
とお考えの方も、この講座を通してボランティアについて学んでみませんか？
　はつらつクラブのボランティアさんは、はつらつクラブだけに留まらず、様々な分野で活躍されている
ステキな方々がたくさんいらっしゃいます！
　ボランティア活動に興味のある方、元気で意欲的な方、大歓迎です！ぜひお申し込みください。

お抹茶を楽しむ会の様子　心が落ち着くとの声が…

施設
紹介

会員

申し込み・問い合わせ先
■３回の連続講座でボランティアとして必要な知識を学んでいただけます｡(定員30名）

※希望者には別途会場の見学を
　予定しています。

※内容は一部変更する場合があります。

はつらつサポーター養成講座受講生募集！はつらつサポーター養成講座受講生募集！




