
平成20年度より明治、道徳学区で実施されていた「SP事業(エスピー事業)」が、伝馬学区でも始まりました！
シルバーパワーを活用した地域力再生（SP）事業

はつらつクラブ
参加者募集
はつらつクラブ
参加者募集

 お申し込み先　南区社会福祉協議会(南区役所４階)　TEL：８２３－２０３５  FAX：８２３－２６８８

はつらつクラブとは…
市内在住の６５歳以上の方を対象に健康体操やレクリエーションを楽しみ
ながら介護予防や仲間作りをすすめている事業です。

　２４年４月から伝馬コミュニティセンターと白水コミュニティセンターにてはつらつクラブを始めます!
　はつらつ長寿推進事業（はつらつクラブ）とは、名古屋市から委託を受けて行っている事業です。
地域の身近な場所において、地域ボランティアとの協働により健康増進活動やレクリエーションを通し
て介護予防活動の大切さを理解していただけるよう促し、自主活動や地域活動の参加促進を図ることを
目的としています！閉じこもりがちになってきた方、なにか新しい事を始めたい方・・・　参加して
みませんか？？
　参加者と同時に、高齢者の話し相手をしたり、レクリエーションなどの運営をお手伝いして下さる
ボランティアさんも募集しております。特技を活かしてくださる方も大歓迎です！！

伝馬学区での活動の中心は「伝馬･おたがいさま」というボランティアグループ
です。｢伝馬学区を子どもも大人も高齢者も障がいのある人もみんなが声を
かけ合う、見守り合うまちにしたい」という熱い思いで活動されています。

　明治学区は、１５０名以上のボランティアがひとり暮らし
の高齢者や障がいのある方を日常から見守り、緊急時には
民生委員や関係機関と連携して
支えています（ふれあいネット
ワーク活動)。また、地域の
つながりを意識し、住民同士の
交流の場を数多く設けています
が、今年度は新しい高齢者サロ
ンが開設され、より一層活動を
深めています。

　道徳学区では、町内会単位(３１町内会)で活動しています｡
３年前は「こんなこと当たり前だでわざわざ報告するの
も…」と思われる方が多
く、活動を報告してくださ
る町内会はあまり多くあり
ませんでした。しかし、
年々報告される町内会が
増え、今では２０以上の
町内会が助け合い活動の
報告をされています。

　11月９日(水)、18学区の地域福祉推進協議会(推進協)の方などを対象に､‶心のバリアフリー"に
関するテーマで研修会を開催しました。
　内容は、①当事者および家族の会からの事例紹介（南区精神保健福祉ボランティア あいの会、みなみ
家族会)、②専門職からの情報提供（南保健所､あいせい紀年病院）など。その後、グループに分かれて
の意見交換では、個人情報の壁や、地域における支援体制など、活発に意見が交わされていました｡
　社協では、地域福祉推進協議会の活動をはじめ、困りごとを地域で解決できるような仕組みづくりや
支援を行っています。小さな思いやりが南区内にひろがり、障がいのある人もない人も生き生きと暮ら
せるような地域づくりを引き続きサポートしてまいります。

　SP事業とは、公的制度では解決できない個人のちょっとした困りごとなど、地域が抱える様々な課題を
地域の支えあいにより解決すること、50歳以上の方の地域活動の参加促進を図ることを目的とした事業です｡
　また、希望する方にボランティアポイントカードを発行し、ポイント対象事業のボランティアを行なう
とポイントが加算され、ポイントをお金として登録団体に寄付（還元）できる仕組みになっています。

午前 (１０時～１２時 )

午後 (１時３０分～３時３０分 )
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参加対象：市内在住の６５歳以上の方
参加期間：４月～９月
日時･場所：南区内８会場、それぞれ週１回
参加人数：１会場あたり２２人（申込多数の場合は抽選）

参 加 費：無料（材料費負担あり）

申込期間：２月１日(水) ～３月２日(金)

自分の手で作品を完成できた時
達成感を感じます。
新しい出会いの場が持て、
仲間が増えました。

自分の持ち味を発揮できた時に
やりがいを感じ、ありがとうの言葉や
頼ってくれることが嬉しいです！

シルバーパワーを活用した地域力再生（SP）事業

いま一度

活動１年目！ 伝馬学区における活動活動１年目！ 伝馬学区における活動

活動4年目！ 明治＆道徳学区の活動活動4年目！ 明治＆道徳学区の活動

研修会を開催しました！

明治学区 道徳学区

ボランティアさん談参加者さん談

▲しぼりのハンカチを作りました。世界に１枚！
　オリジナルのハンカチができたと大好評でした。

▲健康体操の様子。無理なく自分のペースで
　行っています。

平成20年度より明治、道徳学区で実施されていた「SP事業(エスピー事業)」が、伝馬学区でも始まりました！

「SP事業」
とは？？？

「ちょっと困ったわ」「どーしたらいいもんか？」と、思ったらご相談ください。
毎週水曜日　午前１０：００～１２：００／伝馬コミュニティセンター
専用電話 ０８０－４１１２－８６８９ ＊地域福祉活動推進員(写真上)が対応します！
特に相談ごとがなくても、お話しに来られるだけでも構いません。
一度コミセンにお寄りくださいませ。

◀地域福祉活動推進員のお二人

▲「伝馬・おたがいさま」のメンバー

▲資源ゴミ回収の
　お手伝い

▲よろず相談会場の
　伝馬コミセン

「伝馬・おたがいさま」では、現在20名程度のボランティアが
活動していますが、さらに新規ボランティアを募集しています。
上記専用電話か社協までお気軽にご連絡ください。

資源ゴミの回収・搬出のお手伝い、簡単な家具等の修繕、ズボンの裾上げ、防犯・安全パトロール、
買い物代行、病院などの外出の付き添い、話し相手など

●活動内容例

伝馬コミュニティセンターと白水コミュニティセンターで伝馬コミュニティセンターと白水コミュニティセンターで

“新たに”はつらつクラブを始めます！！“新たに”はつらつクラブを始めます！！

ボランティア
募集！

■よろず相談日

▲異世代交流会の様子 ▲調理実習室にてみんなで料理中

｢おたがいさま！｣と
言いあえる
まちをつくりたいな。
（武田）

いろんな方たちを
つなげる役割を
果たしたいです。
（柘植）

を実施しました！

福祉教育に
取り組んで…
福祉教育に
取り組んで…

福祉教育に
参加して…
福祉教育に
参加して…

●平成23年度 賛助会員加入報告●

ふれあい広場事業
善 意 箱善 意 箱
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。

特別養護老人ホーム 南生苑特別養護老人ホーム 南生苑

特別養護老人ホーム 南生苑　名古屋市南区西又兵ヱ町４-８-２　電話 052-619-5310（担当：加藤）特別養護老人ホーム 南生苑　名古屋市南区西又兵ヱ町４-８-２　電話 052-619-5310（担当：加藤）

◉個人
 5,487件 4,553,700円
◉法人・団体
 231件 1,052,800円
 計 5,609,500円

総 額  1,259,144円（平成23年８月１日～12月31日）

（平成23年12月１日現在）

１年学年主任
小林竜年先生

福祉教育担当
小林賢示先生

調べた結果をマップに
まとめました！

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同
をいただきました。厚くお礼申し上げます。
　また、本年度も熱田法人会様のご協力により、南区内
の法人会加盟事業所に賛助会員加入のご依頼をさせてい
ただいたところ、１０９件４７９,８００円の会費をいた
だきました。お寄せいただきました会費は、高齢者福祉
の充実や子育ての支援、ボランティア活動の育成など、
地域福祉のために活用させていただきます。

　今年度、本城中学校の１年生が、年間を通して区内にお住まいの１６名の障がいのある方（以下、協力
者）との交流を行いました。１年生は７クラスあり、それぞれのクラスに２名～３名の協力者に入っていた
だき、小グループに分かれて生徒たちと交流しました。交流のテーマは毎回異なり、２３年７月～２４年
１月まで計５回実施しました。１月には交流してきた方の自宅を訪問したり、一緒に買い物に出かけたり、
お菓子作りをしたりしてさらに交流を深めました。

　この交流を通して、生徒たちは協力者の趣味や頑張っていることに、自分と“同じ”部分を見つけました。
一方で、障がいによる不便なところや工夫している事などからは自分との“ちがい”も見つけました。でも、
同じところはもちろん“ちがうところ”も含めてその人自身を好きになったのではないかと思います。

　南区社協では、学校や地域における福祉教育を推進しています。今後、このような取り組みを多くの学
校や地域（学区単位、町内単位）で広げていけたらと思っています。また、こういった取り組みにご協力
くださるボランティアさんも随時募集しています。関心のある方は南区社協までお問合せください。

　要介護１～５の状態にある方が入所し、介護サービスを受けながら
日常生活を送る施設です。ご利用者自らが望む生活の実現に向けて、そ
れまでの生活背景や個々の要望を取り入れたケアプランを作成し、穏や
かな日々が支援できるように努めています。
　南生苑では、傾聴や書道講師などのボランティアが活動しているほ
か、行事の際には民生委員さんのご協力をいただくなど、地域とのつな
がりも大切にしています。
　現在、清掃・洗濯・喫茶店のボランティアを募集中です。
　お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

～“交流”を通して“同じ”と“ちがい”を知る福祉教育～

子どもの成長を願って
「かぶと」の押し絵を作ろう！

■名古屋ヤクルト販売株式会社　■南区防犯協会
■東亞合成社会貢献委員会　　　■桜台高等学校生徒会
■南シルバーダンス　■匿名２件

（敬称略　順不同）

みなさま、あたたかいご寄付をどうもありがとうございました。

施設
紹介

会員

Ｑ１、なぜこの取り組みを始めたいと
　　　思ったのですか？

Ｑ１、今まで中学生と交流してきた感想を教えてください。

第４回

を実施しました！

感謝状贈呈式：桜台高等学校生徒会

感謝状贈呈式：南区防犯協会

○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。
さわやかウォーク、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｡
○精神保健福祉ボランティアグループあいの会様より、食器のご寄付をいただき
ました。在宅サービスセンター５階調理実習室にて、皆さまにご利用いただき
ます｡

お父さんと子どもの
　チャレンジセミナー
お父さんと子どもの
　チャレンジセミナー

本城中学校における取り組みをご紹介します！本城中学校における取り組みをご紹介します！

まちしらべ探検の様子

　１１月１３日、２０日の２日間にわたって、南区お父さんクラブ（略してＭＯＣ）
と共催で、お父さんと子どもが楽しみながら地域活動に参加できるよう、みだしのセ
ミナーを実施しました。１３日には、お父さんと子どもで力を合わせてお弁当づくり
にチャレンジし、２０日には、そのお弁当をもって「南区まちしらべ探検」に出かけ
ました。
　まちしらべ探検では、南区在宅サービスセンターから笠寺公園までのルートの中に
ちりばめられた１６のチェックポイントを探しながら散策しました。ポイントだけで

なく、自然のいっぱいあるところや危
険個所などについてもチェックし、見
つけたことを大きなマップに書き込ん
でチームごとに発表しました｡
　お父さんたちにとって地域を自分の
足で歩いて回り、自分の目で見て発見
するいい機会になったかと思います。
今回は試行的に南区在宅サービスセン
ターを拠点としましたが、今後は小地
域単位で行っても面白いかもね、と
MOCと話しています。

回 日　時 内　　　容

① ６月１６日 全 体 講 義 ～“同じ”と“ちがい”について～

② ７月上旬 第１回交流 ～南区での思い出、趣味・仕事、苦手なもの・困ること～

③ １１月上旬 第２回交流 ～趣味・得意なこと・仕事についてもっと詳しく聞いてみよう～

④ １１月下旬 第３回交流 ～移動手段について　工夫・困ること～

⑤ １２月中旬 第４回交流 ～１月の外出計画を立てよう～

⑥ １月１７日、１８日 第５回交流 ～外出～施設見学、自宅訪問、学校でレクリエーションなど

⑦ ２月９日予定 １年生学年発表会 ～まとめ・発表～

※この事業には共同募金配分金が使われています

日　時：平成24年３月５日(月）
10：00～12：00

会　場：南区在宅サービスセンター
(南区役所庁舎5階）研修室

参加費：無料
定　員：20名（先着順）
持ち物：洗濯バサミ10個、ハサミ､

完成品を入れる色紙用額縁
を希望される方は998円

申　込：２月６日(月）から受付
(額縁購入希望の方は受付
時にお申し出ください）

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

主　催：南区ボランティア連絡協議会

生徒が“人としてのつながり”を意識できる交流に
したいと思いました。“障がい”ということに重き
をおくのではなく、人を人として知ることの大事さ
を学んでほしいと思い、１日だけの交流ではなく、
年間を通した交流にしました。（竜年先生）

1 年２組の皆さんと手話で交流させていただきました。一緒にやったジェスチャーゲー
ムも２組の皆さんは元気いっぱい。担任の先生とも仲がよく素敵なクラスでした。２組
の皆さん、先生、ボランティアの皆さん、楽しい時間をありがとうございました。また
どこかで見かけたら気軽に声をかけてくださいね。

●“障がいがあるから特別”という意識ではなく、自分と変わらない
という意識で自然に接するようになったと思います。（賢示先生）
●交流をした上で調べ学習をしたら、より詳しく具体的に調べてき
ていました。これだけ真剣に取り組めたのは、実際の交流から感
じたことが大きかったからだと思います。（竜年先生）

Ｑ２、この取り組みを始めて、生徒にどんな
　　　変化がありましたか？

本城中学校での
福祉教育プログラム
本城中学校での
福祉教育プログラム

協力者(聴覚障がい）
荒川貴代美さん

▲新年会・もちつきの様子

本城中学校
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の意見交換では、個人情報の壁や、地域における支援体制など、活発に意見が交わされていました｡
　社協では、地域福祉推進協議会の活動をはじめ、困りごとを地域で解決できるような仕組みづくりや
支援を行っています。小さな思いやりが南区内にひろがり、障がいのある人もない人も生き生きと暮ら
せるような地域づくりを引き続きサポートしてまいります。

　SP事業とは、公的制度では解決できない個人のちょっとした困りごとなど、地域が抱える様々な課題を
地域の支えあいにより解決すること、50歳以上の方の地域活動の参加促進を図ることを目的とした事業です｡
　また、希望する方にボランティアポイントカードを発行し、ポイント対象事業のボランティアを行なう
とポイントが加算され、ポイントをお金として登録団体に寄付（還元）できる仕組みになっています。

午前 (１０時～１２時 )

午後 (１時３０分～３時３０分 )

善常会リハビリ
テーション病院

月 火 水 木

名古屋養育院 白水コミュニティ
センター

菊住コミュニティ
センター

交流センター
道徳

地蔵寺（星崎） 伝馬コミュニティ
センター

大生ふれあい
センター

参加対象：市内在住の６５歳以上の方
参加期間：４月～９月
日時･場所：南区内８会場、それぞれ週１回
参加人数：１会場あたり２２人（申込多数の場合は抽選）

参 加 費：無料（材料費負担あり）

申込期間：２月１日(水) ～３月２日(金)

自分の手で作品を完成できた時
達成感を感じます。
新しい出会いの場が持て、
仲間が増えました。

自分の持ち味を発揮できた時に
やりがいを感じ、ありがとうの言葉や
頼ってくれることが嬉しいです！

シルバーパワーを活用した地域力再生（SP）事業

いま一度

活動１年目！ 伝馬学区における活動活動１年目！ 伝馬学区における活動

活動4年目！ 明治＆道徳学区の活動活動4年目！ 明治＆道徳学区の活動

研修会を開催しました！

明治学区 道徳学区

ボランティアさん談参加者さん談

▲しぼりのハンカチを作りました。世界に１枚！
　オリジナルのハンカチができたと大好評でした。

▲健康体操の様子。無理なく自分のペースで
　行っています。

平成20年度より明治、道徳学区で実施されていた「SP事業(エスピー事業)」が、伝馬学区でも始まりました！

「SP事業」
とは？？？

「ちょっと困ったわ」「どーしたらいいもんか？」と、思ったらご相談ください。
毎週水曜日　午前１０：００～１２：００／伝馬コミュニティセンター
専用電話 ０８０－４１１２－８６８９ ＊地域福祉活動推進員(写真上)が対応します！
特に相談ごとがなくても、お話しに来られるだけでも構いません。
一度コミセンにお寄りくださいませ。

◀地域福祉活動推進員のお二人

▲「伝馬・おたがいさま」のメンバー

▲資源ゴミ回収の
　お手伝い

▲よろず相談会場の
　伝馬コミセン

「伝馬・おたがいさま」では、現在20名程度のボランティアが
活動していますが、さらに新規ボランティアを募集しています。
上記専用電話か社協までお気軽にご連絡ください。

資源ゴミの回収・搬出のお手伝い、簡単な家具等の修繕、ズボンの裾上げ、防犯・安全パトロール、
買い物代行、病院などの外出の付き添い、話し相手など

●活動内容例

伝馬コミュニティセンターと白水コミュニティセンターで伝馬コミュニティセンターと白水コミュニティセンターで

“新たに”はつらつクラブを始めます！！“新たに”はつらつクラブを始めます！！

ボランティア
募集！

■よろず相談日

▲異世代交流会の様子 ▲調理実習室にてみんなで料理中

｢おたがいさま！｣と
言いあえる
まちをつくりたいな。
（武田）

いろんな方たちを
つなげる役割を
果たしたいです。
（柘植）

を実施しました！

福祉教育に
取り組んで…
福祉教育に
取り組んで…

福祉教育に
参加して…
福祉教育に
参加して…

●平成23年度 賛助会員加入報告●

ふれあい広場事業
善 意 箱善 意 箱
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。

特別養護老人ホーム 南生苑特別養護老人ホーム 南生苑

特別養護老人ホーム 南生苑　名古屋市南区西又兵ヱ町４-８-２　電話 052-619-5310（担当：加藤）特別養護老人ホーム 南生苑　名古屋市南区西又兵ヱ町４-８-２　電話 052-619-5310（担当：加藤）

◉個人
 5,487件 4,553,700円
◉法人・団体
 231件 1,052,800円
 計 5,609,500円

総 額  1,259,144円（平成23年８月１日～12月31日）

（平成23年12月１日現在）

１年学年主任
小林竜年先生

福祉教育担当
小林賢示先生

調べた結果をマップに
まとめました！

　南区社会福祉協議会賛助会員には、多くの方のご賛同
をいただきました。厚くお礼申し上げます。
　また、本年度も熱田法人会様のご協力により、南区内
の法人会加盟事業所に賛助会員加入のご依頼をさせてい
ただいたところ、１０９件４７９,８００円の会費をいた
だきました。お寄せいただきました会費は、高齢者福祉
の充実や子育ての支援、ボランティア活動の育成など、
地域福祉のために活用させていただきます。

　今年度、本城中学校の１年生が、年間を通して区内にお住まいの１６名の障がいのある方（以下、協力
者）との交流を行いました。１年生は７クラスあり、それぞれのクラスに２名～３名の協力者に入っていた
だき、小グループに分かれて生徒たちと交流しました。交流のテーマは毎回異なり、２３年７月～２４年
１月まで計５回実施しました。１月には交流してきた方の自宅を訪問したり、一緒に買い物に出かけたり、
お菓子作りをしたりしてさらに交流を深めました。

　この交流を通して、生徒たちは協力者の趣味や頑張っていることに、自分と“同じ”部分を見つけました。
一方で、障がいによる不便なところや工夫している事などからは自分との“ちがい”も見つけました。でも、
同じところはもちろん“ちがうところ”も含めてその人自身を好きになったのではないかと思います。

　南区社協では、学校や地域における福祉教育を推進しています。今後、このような取り組みを多くの学
校や地域（学区単位、町内単位）で広げていけたらと思っています。また、こういった取り組みにご協力
くださるボランティアさんも随時募集しています。関心のある方は南区社協までお問合せください。

　要介護１～５の状態にある方が入所し、介護サービスを受けながら
日常生活を送る施設です。ご利用者自らが望む生活の実現に向けて、そ
れまでの生活背景や個々の要望を取り入れたケアプランを作成し、穏や
かな日々が支援できるように努めています。
　南生苑では、傾聴や書道講師などのボランティアが活動しているほ
か、行事の際には民生委員さんのご協力をいただくなど、地域とのつな
がりも大切にしています。
　現在、清掃・洗濯・喫茶店のボランティアを募集中です。
　お気軽に下記連絡先までお問い合わせください。

～“交流”を通して“同じ”と“ちがい”を知る福祉教育～

子どもの成長を願って
「かぶと」の押し絵を作ろう！

■名古屋ヤクルト販売株式会社　■南区防犯協会
■東亞合成社会貢献委員会　　　■桜台高等学校生徒会
■南シルバーダンス　■匿名２件

（敬称略　順不同）

みなさま、あたたかいご寄付をどうもありがとうございました。

施設
紹介

会員

Ｑ１、なぜこの取り組みを始めたいと
　　　思ったのですか？

Ｑ１、今まで中学生と交流してきた感想を教えてください。

第４回

を実施しました！

感謝状贈呈式：桜台高等学校生徒会

感謝状贈呈式：南区防犯協会

○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。
さわやかウォーク、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｡
○精神保健福祉ボランティアグループあいの会様より、食器のご寄付をいただき
ました。在宅サービスセンター５階調理実習室にて、皆さまにご利用いただき
ます｡

お父さんと子どもの
　チャレンジセミナー
お父さんと子どもの
　チャレンジセミナー

本城中学校における取り組みをご紹介します！本城中学校における取り組みをご紹介します！

まちしらべ探検の様子

　１１月１３日、２０日の２日間にわたって、南区お父さんクラブ（略してＭＯＣ）
と共催で、お父さんと子どもが楽しみながら地域活動に参加できるよう、みだしのセ
ミナーを実施しました。１３日には、お父さんと子どもで力を合わせてお弁当づくり
にチャレンジし、２０日には、そのお弁当をもって「南区まちしらべ探検」に出かけ
ました。
　まちしらべ探検では、南区在宅サービスセンターから笠寺公園までのルートの中に
ちりばめられた１６のチェックポイントを探しながら散策しました。ポイントだけで

なく、自然のいっぱいあるところや危
険個所などについてもチェックし、見
つけたことを大きなマップに書き込ん
でチームごとに発表しました｡
　お父さんたちにとって地域を自分の
足で歩いて回り、自分の目で見て発見
するいい機会になったかと思います。
今回は試行的に南区在宅サービスセン
ターを拠点としましたが、今後は小地
域単位で行っても面白いかもね、と
MOCと話しています。

回 日　時 内　　　容

① ６月１６日 全 体 講 義 ～“同じ”と“ちがい”について～

② ７月上旬 第１回交流 ～南区での思い出、趣味・仕事、苦手なもの・困ること～

③ １１月上旬 第２回交流 ～趣味・得意なこと・仕事についてもっと詳しく聞いてみよう～

④ １１月下旬 第３回交流 ～移動手段について　工夫・困ること～

⑤ １２月中旬 第４回交流 ～１月の外出計画を立てよう～

⑥ １月１７日、１８日 第５回交流 ～外出～施設見学、自宅訪問、学校でレクリエーションなど

⑦ ２月９日予定 １年生学年発表会 ～まとめ・発表～

※この事業には共同募金配分金が使われています

日　時：平成24年３月５日(月）
10：00～12：00

会　場：南区在宅サービスセンター
(南区役所庁舎5階）研修室

参加費：無料
定　員：20名（先着順）
持ち物：洗濯バサミ10個、ハサミ､

完成品を入れる色紙用額縁
を希望される方は998円

申　込：２月６日(月）から受付
(額縁購入希望の方は受付
時にお申し出ください）

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

主　催：南区ボランティア連絡協議会

生徒が“人としてのつながり”を意識できる交流に
したいと思いました。“障がい”ということに重き
をおくのではなく、人を人として知ることの大事さ
を学んでほしいと思い、１日だけの交流ではなく、
年間を通した交流にしました。（竜年先生）

1 年２組の皆さんと手話で交流させていただきました。一緒にやったジェスチャーゲー
ムも２組の皆さんは元気いっぱい。担任の先生とも仲がよく素敵なクラスでした。２組
の皆さん、先生、ボランティアの皆さん、楽しい時間をありがとうございました。また
どこかで見かけたら気軽に声をかけてくださいね。

●“障がいがあるから特別”という意識ではなく、自分と変わらない
という意識で自然に接するようになったと思います。（賢示先生）
●交流をした上で調べ学習をしたら、より詳しく具体的に調べてき
ていました。これだけ真剣に取り組めたのは、実際の交流から感
じたことが大きかったからだと思います。（竜年先生）

Ｑ２、この取り組みを始めて、生徒にどんな
　　　変化がありましたか？

本城中学校での
福祉教育プログラム
本城中学校での
福祉教育プログラム

協力者(聴覚障がい）
荒川貴代美さん

▲新年会・もちつきの様子

本城中学校




