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社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会

名古屋市南区前浜通3丁目10番地 南区役所庁舎4階
TEL（052）823－2035 FAX（052）823－2688
ホームページ http://www.minamiku.net/shakyo
Eメール minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp

〒457-0058

この広報紙は共同募金の配分金によって作成されています。

今号の内容今号の内容

ふれあいみなみは、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

●賛助会費及び市社協等助成金による事業……… ８４,７９５,５４２円
　学区地域福祉推進協議会事業助成、ボランティア
　養成講座、在宅サービスセンター借入金の返還など
●在宅サービスセンター管理にかかる経費……６,２２４,３５８円
●高齢者はつらつ長寿推進事業 ………………１,３５８,０００円
●シルバーパワーを活用した地域力再生事業…… ９００,０７０円
●共同募金配分金事業 ……………………… １１,３２６,８１２円
　さわやかウォーク、広報紙作成、
　ひとり暮らし高齢者のつどいなど
●寄付金による事業 ……………………………２,２６７,５７１円
　福祉教育推進事業助成、地域福祉基金への積立など
●デイサービスセンターひまわりにかかる経費……… ７６,２４９,２２９円

■名古屋ヤクルト販売株式会社　■山本たかし音楽事務所
■(故)服部信太郎　■森　研司　■南シルバーダンス
■南区地域女性団体連絡協議会　■岩田　恒子
■中電ウイング株式会社　　　　■匿名２件　（敬称略　順不同）

マルケイ包装株式会社様より、ポリ袋のご寄付をいただきました。地域福祉事業に活用させていただきます。
マルハン名古屋南店様より、お菓子のご寄付をいただきました。子育てサロンや高齢者サロンなどで活用させていただきました。

さわやかウォークは、障がい者と区民が集い、歩き、ふれあう交流の場を設けることにより福祉の輪を広げる事を
目的として、原則毎年１０月の第４日曜日＝「福祉の日」に開催しているものです。今年は３０回目の開催となり、
開会式及びウォーキングコースのスタート地点を、従来の西広場から、広く場所も分かりやすい東広場に変更する
等、内容の一部変更・見直しも検討しています。

　６月２日に青木一夫さん（千鳥学区・要町）から、南区社会福祉
協議会へ５０万円のご寄付をいただきました。
　青木さんは昭和２０年８月７日に戦災で身

体障がい者となられました。また、ご子息は東京大学で工学博士を取得され、
現在は名古屋市立大学大学院教授としてご活躍されています。
　今、ご自身やご子息が元気なのはご先祖様や地域の皆さんのおかげと深く感謝
され、地域のためにと、平成１２年に続き、２度目の寄付をしていただきました｡
　６月１４日には、同会の大谷事務局長より感謝状を贈呈。寄付金は、南区の
地域福祉推進のために活用させていただきます。ありがとうございました。

平成22年度 南区社会福祉協議会 会計報告

善 意 箱善 意 箱

回
覧

第30回 さわやかウォークを開催します第30回 さわやかウォークを開催します

貴重なご寄付、ありがとうございました。厚くお礼申し上げます。

総 額  １,４２８,４５６円
（平成23年4月１日～7月31日）

収入総額　208,297,556円
支出総額　183,121,582円

 

広報紙「ふれあいみなみ」広告
●掲載料 １回　５,０００円
　　　　　※本会会員は２０％割引
●発行月 年３回
　　　　　（６，９，２月の予定です）
●その他　「ふれあいみなみ」は組回覧

ほか、本会会員、区内社会福
祉施設、民生児童委員、公共
施設などに配布しています。

広報紙「ふれあいみなみ」に
広告を掲載してみませんか！
広報紙「ふれあいみなみ」に
広告を掲載してみませんか！

お問い合わせ・お申込方法

南区社会福祉協議会　担当:名内まで
電話 ８２３－２０３５
FAX ８２３－２６８８

認知症の予防と早期発見の担い手養成講座

フランスベッド株式会社
ベッドを運んで50年

介護ベッドのお問い合わせは

福祉用具のショールーム

参加受講者募集

主催　NPO法人　希望・あすなろ

❶10月15日【土】　❷10月29日【土】
❸11月12日【土】　❹11月26日【土】
会　場 南区社協　5F 定　員 20名限定(先着順）
時　間 午前10:00~11:30 資料代 1,200円(4回分）

申込み
・

問い合わせ
TEL 052-661-0260 FAX 052-710-4606名古屋市緑区有松裏200

イオン有松ショッピングセンター3階

TEL 052-626-0661

E-mail:misheng@zm.commufa.jp

〒457-0861　南区明治2-10-10

さわやかウォークを開催します
ここバリすぽっと事業はじめます！
ボラセン通信
赤い羽根共同募金がはじまります
東日本大震災の支援に取り組んでいます！
いきいき支援センターからのお知らせ
事務局だより

社協と関係団体とが協力しあい、福祉のまちづくりをすすめています。どなたもお気軽にご参加ください！社協と関係団体とが協力しあい、福祉のまちづくりをすすめています。どなたもお気軽にご参加ください！

集合場所 ご案内
於：大江川緑地　東広場
開会式：午前10時～

少雨決行

平成23年 10月23日日

ウォーキング
　　　スター

トウォーキング
　　　スター

ト ふれあい広場ふれあい広場

午前10時20分
頃～

午前10時20分
頃～ ステージ・模擬

店・

ゲームコーナー
・

ボランティア体
験コーナー等

ステージ・模擬
店・

ゲームコーナー
・

ボランティア体
験コーナー等
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大江川緑地・東広場（国道23号東側）
スタート／ゴール

大江川緑地・東広場（国道23号東側）

9月号
平成 23年 9月
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され、地域のためにと、平成１２年に続き、２度目の寄付をしていただきました｡
　６月１４日には、同会の大谷事務局長より感謝状を贈呈。寄付金は、南区の
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平成22年度 南区社会福祉協議会 会計報告
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第30回 さわやかウォークを開催します第30回 さわやかウォークを開催します
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