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ひまわりプラン２実施事業ひまわりプラン２実施事業

上記の3項目に賛同し、協力してくださるお店や施設等には、

「ここバリステッカー」と「認定証」をお渡しいたします。
上記の3項目に賛同し、協力してくださるお店や施設等には、

「ここバリステッカー」と「認定証」をお渡しいたします。

すぽっと

こころのバリアフリーをひろげる拠点

いきいき支援センターからのお知らせ

●家族教室（１０月より全６回） ●家族サロン

★北部：善常会リハビリテーション病院4階ホール (松池町１－11)
　　　　《明治、伝馬、豊田、道徳、呼続、大磯、桜、菊住、春日野》

★南部：南区在宅サービスセンター (区役所庁舎４階・５階)
　　　　《笠寺、星崎、笠東、大生、宝、宝南、白水、千鳥、柴田》

※開催日が変更となる場合があります。

●医師による
　認知症の専門相談

第４金曜日
第３火曜日
午後２時～３時30分
各３人

介護の悩みの交流会、情報交換
　　　第２金曜日
　　　第４火曜日
　　　午後１時30分～３時30分
　　　各20人

第４金曜日
第２火曜日
午後１時30分～３時30分
各30人

介護方法についての講話など

南 部

北 部

認知症の高齢者を介護されているご家族の方へ
～日ごろの介護の悩みや不安を相談したり、仲間づくりをしませんか～

南区社協　シンボルキャラクター

照
会
先 南区南部いきいき支援センター  電話 819-5050  FAX 823-2688

南区北部いきいき支援センター  電話 811-9377  FAX 811-9387

※お住まいの学区によって、会場と日程が異なります。

▲家族教室の様子
①みんなにやさしい拠点として

②情報の収集・発信の拠点として

③人と人をつなぐ拠点として

協力してくださる企業、商店、施設などを募集します！

認定された　　　　　　　　　　　 は、随時、

本会ホームページ等で紹介していきます！

南区に、高齢者や障がいのある方、乳幼児をつれたお母さんなどにもやさしい気持ちが広がればいいなぁ、と思います。
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南部

定員
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北部

南部

ここバリステッカー

はじめます！はじめます！事業事業

認定証

▲ストラップ ▲置物 ▲エコたわし

ストラップと置物は南区ボランティア連絡協議会のみなさんが手づくりして下さいました。これら
のグッズは、１０月の「さわやかウォーク」ほか社協主催の各イベントで販売する予定です。グッ
ズの売り上げは、南区の地域福祉を進めるための事業に活用いたします。詳細は、南区社協へお問
い合わせください。

「あいあい＆まいまい」グッズが誕生しました！「あいあい＆まいまい」グッズが誕生しました！
カタツムリのあいあい＆まいまいが、かわいい手作りグッズになりました！

参加費無
料

あいあい

たとえばベビーカーや車いすを利用されている方、目や耳の不自由な方など、ちょっとしたお手伝いが必要な
方や困っている方に手をさしのべます。

わたしたちの暮らしにおいて「知る」ということは大事なことです。「必要な人に必要な情報が届く」ための
お手伝いができればと考えています。

地域の方が交流できるような場所を設けるなど、「誰もが暮らしやすいまち」になるよう、心のバリアフリー
という意識で「人と人のつながる場・きっかけ」をつくっていきます。

まいまい

サマーボランティアスクールを開催しました

■いずれも見学等の問合せは…南区社会福祉協議会・安藤  TEL ８２３－２０３５ までお電話ください。

　今年も区内に在住・在学の中学生以上の学生さんが福祉施設で５日間のボランティア活動を体験する、「サマー
ボランティアスクール」を開催しました。
 　今年度は１８６名の方が参加し、高齢者の施設でお年寄りの方のお話を聞いたり、障がい者の施設で仲間の方
たちと一緒に作業をしたり、児童の施設で子どもたちのお世話をしたりと様々な活動に取り組みました。　東日本大震災発生後、名古屋市社会福祉協議会は岐阜県・三重県社協とともに岩手県大槌町の災害ボラン

ティアセンター運営等の支援を実施しています。私も名古屋市社協の第15クールの一員として６月３日から
９日間、岩手県大槌町に入りました。
　大槌町は津波と火災により被害が甚大。町社協も建物が流失し、役職員30名中８名が犠牲になるなど、大きな
被害を受けました。
　自ら被災し避難所生活を強いられながらも懸命に住民のため働く地元社協の職員とともに、全国各地から
訪れるボランティアさんの受入れと片付けや泥だしなどのボランティアニード調整に従事しました。
　震災からの復興にはまだまだ長い時間が必要です。義援金へのご協力など、引き続き皆様のご支援をよろ
しくお願いいたします。

サマーボランティアスクールを開催しました

●ボランティア入門講座　手づくり布の絵本 ●傾聴ボランティア養成講座を開催します！

東日本大震災の支援に
　　　取り組んでいます！

サマーボランティアスクール受入賛同施設・団体（順不同）
なごやかハウス三条
特別養護老人ホームゆうあいの里 大同
特別養護老人ホーム南生苑
特別養護老人ホームはるかぜ
グループホーム宝南の家
老人保健施設シルピス大磯
小規模多機能ホームもうやいこ
老人保健施設あゆちの郷
老人保健施設かたらいの里
デイサービスセンター大生
デイサービス友
ニコニコデイサービス鶴里

デイサービスセンターはるかぜ
デイサービスセンターひまわり
デイサービス星崎
名古屋南ケアセンターそよ風
デイサービス宝南
デイサービスセンター道
リサイクルみなみ作業所
ゆたか作業所
みのり共同作業所
ニコニコハウス鶴里
ふれあい共同作業所
アドバンス

ぼーたん
集
とべ工房
活動センターねーぶる
ワークセンターフレンズ星崎
ココロハウス
南児童館
南部地域療育センターそよ風
児童デイサービスCIEL
児童デイサービスSoleil
ちどり児童会
南保育園

神松保育園
宝保育園
五条保育園
本星崎保育園
氷室保育園
芝保育園
豊田保育園
宝生保育園
大生幼児園
菜の花保育園
箱舟保育園
ほしざき保育園

事務局次長
名 内 丈 資

派遣先の大槌町の
概要と被害状況

面　積 ２００．５９ｋ㎡

総人口 １５，２３９人

世帯数 ６，３４８世帯

死　者　数 ７８５人

行方不明数 ８２７人

避 難 所 数 ３４か所

避 難 者 数 １，５１６人

在宅避難者数 ２，４６３人

ボランティア活動支援資金の募集

皆さまからお寄せいただいた義援金は、２０,３３８,１３７円（７月31日時点）になりました。
大変ありがとうございました。中央共同募金会を通じて、各県の被災された方に配分されます。

南区社協からはこれまで３人の職員を大槌町に派遣してきました。今後も引き続き大槌町を応援していきます。

新潟県豪雨義援金を受付しています
平成23年７月29日、30日にかけての集中豪雨により被災された方々への義援金を受け付ています。
寄せられた義援金は、新潟県共同募金会を通じ、被災された方の支援に役立てられます。

●募集期間　　　平成25年３月３１日まで
●募金受入口座　三井住友銀行　東京公務部（096）普通預金0162085
　　　　　　　　口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口

●募集期間：平成23年１０月３１日(月）まで

ボランティア イベントボランティア イベント情情報報

情情報報ボランティア募集ボランティア募集

楽しい布の絵本を一緒に作ってみませんか？
布の絵本「かくれんぼ」を作ります。

中央共同募金会が被災地を支える災害ボランティア・NPO活動を資金面で支援するものです。

被害状況
（平成23年7月10日現在）

大槌町の概要
（平成23年3月1日時点）

６回講座

トーマスとなかまたち（ボランティアグループ）
障がいをもつ人たちの余暇活動を支援するグループです。
楽器を使って、みんなが心と体で音楽を楽しみます。
ぜひボランティアに参加してください。

日　時：毎月第３日曜日 １０：３０～１５：００
場　所：南生涯学習センター（東又兵ヱ町５－１－１０）

クレヨンハウス（ボランティアグループ）
知的障がいのある青年とレクリエーションをしたり学習を
したりします。一緒にたのしい時間を過ごしませんか？
ボランティアとして参加してください。

日　時：毎月第１日曜日 ９：３０～１５：００
場　所：南生涯学習センター（東又兵ヱ町５－１－１０）

 泥だしを行う
　　 ボランティア
休日は全国から
500人集まることも

ボランティア
センターの様子

東日本大震災義援金にご協力いただき、ありがとうございました

サマーボラティアスクールは、新たな若
いボランティアが南区で

　誕生してくれることを願って実施して
います！サマーボラティアスクールは、新たな若
いボランティアが南区で

　誕生してくれることを願って実施して
います！

福祉施設等における傾聴（お話を聞く）活動を行うボランティアを
養成します。話を聞くことで、相手の気持ちを受けとめる大切な
ボランティア活動です。ぜひご参加ください。日　時：①９月３０日　②１０月 ７ 日　③１０月２１日

 ④１１月４日　⑤１１月１８日　⑥１１月２５日
 すべて金曜日　午前１０時～１２時
場　所：南区在宅サービスセンター研修室（南区役所庁舎５階）
主　催：たねの会
費　用：２,０００円（材料費として）
定　員：１０名（先着）
申込期間：９月１日(木）受付開始

日　時：①１１月７日(月）10時～正午 傾聴ボランティアについて
 ②１１月８日～１１月２０日の間に現場体験を１日
 ③１１月２１日(月）10時～正午 交流会･ボランティアの心構え等
場　所：南区在宅サービスセンター研修室（南区役所庁舎５階）
講　師：傾聴ボランティア「みみの木｣　代表：早川一枝氏
定　員：２０名（先着）
参加費：２５０円（ボランティア保険料）
申込期間：１０月１１日(火）受付開始

※東側社協専用
　エレベーターを
　ご利用ください。

申込先：南区社会福祉協議会　TEL：８２３－２０３５　FAX：８２３－２６８８

開催にあたり、今年度は４８の施設・団体様に受け入れに賛同していただきました。貴重な時間を割いてご協力いただき、ありがとうございました。

お年寄りの
施設で

お手伝いし
ています。

絵本の読みきかせをしています。 作業所で作業のお手
伝いを

しています。

音楽が
大好きな方大歓迎です

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関で
おこしください。
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デイサービス星崎
名古屋南ケアセンターそよ風
デイサービス宝南
デイサービスセンター道
リサイクルみなみ作業所
ゆたか作業所
みのり共同作業所
ニコニコハウス鶴里
ふれあい共同作業所
アドバンス

ぼーたん
集
とべ工房
活動センターねーぶる
ワークセンターフレンズ星崎
ココロハウス
南児童館
南部地域療育センターそよ風
児童デイサービスCIEL
児童デイサービスSoleil
ちどり児童会
南保育園

神松保育園
宝保育園
五条保育園
本星崎保育園
氷室保育園
芝保育園
豊田保育園
宝生保育園
大生幼児園
菜の花保育園
箱舟保育園
ほしざき保育園

事務局次長
名 内 丈 資

派遣先の大槌町の
概要と被害状況

面　積 ２００．５９ｋ㎡

総人口 １５，２３９人

世帯数 ６，３４８世帯

死　者　数 ７８５人

行方不明数 ８２７人

避 難 所 数 ３４か所

避 難 者 数 １，５１６人

在宅避難者数 ２，４６３人

ボランティア活動支援資金の募集

皆さまからお寄せいただいた義援金は、２０,３３８,１３７円（７月31日時点）になりました。
大変ありがとうございました。中央共同募金会を通じて、各県の被災された方に配分されます。

南区社協からはこれまで３人の職員を大槌町に派遣してきました。今後も引き続き大槌町を応援していきます。

新潟県豪雨義援金を受付しています
平成23年７月29日、30日にかけての集中豪雨により被災された方々への義援金を受け付ています。
寄せられた義援金は、新潟県共同募金会を通じ、被災された方の支援に役立てられます。

●募集期間　　　平成25年３月３１日まで
●募金受入口座　三井住友銀行　東京公務部（096）普通預金0162085
　　　　　　　　口座名義：社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口

●募集期間：平成23年１０月３１日(月）まで

ボランティア イベントボランティア イベント情情報報

情情報報ボランティア募集ボランティア募集

楽しい布の絵本を一緒に作ってみませんか？
布の絵本「かくれんぼ」を作ります。

中央共同募金会が被災地を支える災害ボランティア・NPO活動を資金面で支援するものです。

被害状況
（平成23年7月10日現在）

大槌町の概要
（平成23年3月1日時点）

６回講座

トーマスとなかまたち（ボランティアグループ）
障がいをもつ人たちの余暇活動を支援するグループです。
楽器を使って、みんなが心と体で音楽を楽しみます。
ぜひボランティアに参加してください。

日　時：毎月第３日曜日 １０：３０～１５：００
場　所：南生涯学習センター（東又兵ヱ町５－１－１０）

クレヨンハウス（ボランティアグループ）
知的障がいのある青年とレクリエーションをしたり学習を
したりします。一緒にたのしい時間を過ごしませんか？
ボランティアとして参加してください。

日　時：毎月第１日曜日 ９：３０～１５：００
場　所：南生涯学習センター（東又兵ヱ町５－１－１０）

 泥だしを行う
　　 ボランティア
休日は全国から
500人集まることも

ボランティア
センターの様子

東日本大震災義援金にご協力いただき、ありがとうございました

サマーボラティアスクールは、新たな若
いボランティアが南区で

　誕生してくれることを願って実施して
います！サマーボラティアスクールは、新たな若
いボランティアが南区で

　誕生してくれることを願って実施して
います！

福祉施設等における傾聴（お話を聞く）活動を行うボランティアを
養成します。話を聞くことで、相手の気持ちを受けとめる大切な
ボランティア活動です。ぜひご参加ください。日　時：①９月３０日　②１０月 ７ 日　③１０月２１日

 ④１１月４日　⑤１１月１８日　⑥１１月２５日
 すべて金曜日　午前１０時～１２時
場　所：南区在宅サービスセンター研修室（南区役所庁舎５階）
主　催：たねの会
費　用：２,０００円（材料費として）
定　員：１０名（先着）
申込期間：９月１日(木）受付開始

日　時：①１１月７日(月）10時～正午 傾聴ボランティアについて
 ②１１月８日～１１月２０日の間に現場体験を１日
 ③１１月２１日(月）10時～正午 交流会･ボランティアの心構え等
場　所：南区在宅サービスセンター研修室（南区役所庁舎５階）
講　師：傾聴ボランティア「みみの木｣　代表：早川一枝氏
定　員：２０名（先着）
参加費：２５０円（ボランティア保険料）
申込期間：１０月１１日(火）受付開始

※東側社協専用
　エレベーターを
　ご利用ください。

申込先：南区社会福祉協議会　TEL：８２３－２０３５　FAX：８２３－２６８８

開催にあたり、今年度は４８の施設・団体様に受け入れに賛同していただきました。貴重な時間を割いてご協力いただき、ありがとうございました。

お年寄りの
施設で

お手伝いし
ています。

絵本の読みきかせをしています。 作業所で作業のお手
伝いを

しています。

音楽が
大好きな方大歓迎です

駐車場に限りがあります
ので、公共交通機関で
おこしください。




