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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

この広報紙は区民の皆さまの賛助会費および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

　本会の趣旨、活動に賛同していただける区民、法人・団体の皆さまに、
任意で賛助会員となっていただき、本会のおこなう各種事業のご支援
をお願いしております。
　地域福祉の推進や高齢者福祉の充実、ボランティア活動の育成など、
誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりをすすめるた
め、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

●認知症サポーターってなに？？
認知症を理解した認知症の人への「応援者」です。

●サポーターになったら何かやらなくちゃいけないの？
何か特別なことをする必要はありません。ただ、認知症

を正しく理解し、偏見をもたずに、認知症の人や家族を
温かく見守ってください。

●講座で知ったことを生かして何かやってみたい！
認知症の人が困っている様子が見えたら「何かお手伝い
することがありますか」と一声かけてみてください。具体
的な援助はできなくても、理解者であることを示すこと

ができます。また、講座で知った認知症に関する相談
機関などを、困っている人に情報提供してください。

　｢認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくる
ために、あなたも認知症サポーターになってみません
か？受講後に、オレンジリングをお渡しします。
　認知症への理解を深めたい方はぜひお越しください｡

卓球やドッジボールで元気に遊んだり、 ゆっくり本を読ん
だりできるよ。 おまつりや遠足、 親子体操など楽しい
イベントがいっぱい☆

賛助会員募集のお知らせ

回
覧

南区社会福祉協議会では、｢賛助会員｣を募集しています｡

認知症サポーター養成講座を開催します!認知症サポーター養成講座を開催します!

認知症サポーター認知症サポーター

できることから始めてみませんか？
　　　　　　誰もが安心して暮らせるまちづくり★

個　人

１口  800円

法人・団体

１口  3,000円

みなみひまわりプラン2（第2次地域福祉活動計画）

事業計画ならびに収支予算
会員施設紹介
平成24年度 南区社会福祉協議会事務局職員のご紹介
はつらつクラブが伝馬で始まりました!!

「募金ができる自動販売機」をご存知ですか？
東日本大震災義援金実績
ボランティアセンター通信　　善意箱
事務局だより

利用対象 0～18歳未満の児童と保護者
開館時間 午前8時45分～午後5時
休 館 日 ◆月曜日（市立小学校の春休み･夏休み･冬休み期間中は日曜日）
 ◆祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）
 ◆年末年始（12/29～1/3）
利 用 料 無料（材料費等は必要）
場　　所 南区東又兵ヱ町3-35-1（日本ガイシホールから西へ250ｍ）
連 絡 先 ☎612-9795

平成24年4月より、南児童館・笠寺福祉会館は、南区社会福祉協議会が指定管理者として管理・運営しています。

利用対象 市内にお住まいの60歳以上の方。
利用手続 お住まいの区の福祉会館で身分証を提示し利用証の交付を受ける
開館時間 午前8時45分～午後5時
休 館 日 日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）
利 用 料 無料（材料費等は必要）
場　　所 南区白雲町57（笠寺観音から南東へ250ｍ）
連 絡 先 ☎811-1282

趣味の講座を受けたり、囲碁・将棋を楽しんだりできます。
時にはお風呂でさっぱりと。
昔の思い出話に花を咲かせて、脳を活性化する「回想法
センター」もあります。

会費(年額）

Q＆AQ＆A

日　時 6月29日(金）
 午前10時00分～11時30分
会　場 南区在宅サービスセンター　研修室
 (南区役所庁舎５階）
定　員 50名（先着順6月11日から受付開始）
参加費 無料

南区南部いきいき支援センター
TEL:819－5050  FAX:823－2688

申し込み
照会先

フランスベッド株式会社
南区小売商業連絡協議会

お買い物はお近くの南区加盟店で
みんなで「南区力」をUPしましょう！

南区小売商業連絡協議会会員
笠寺観音商店街
柴田商店街
道徳通商店街
東又兵ヱ商店街
エイデン新瑞橋店
エイデン柴田店
ヤマナカ柴田店

イオンモール新瑞橋
アピタ南店
ピアゴ新瑞店
ピアゴ柴田店

あかのれん新瑞橋店
あかのれん内田橋店

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
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

南児童館ってどんなとこ？南児童館ってどんなとこ？

6月号
平成 24年 6月

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。

南児童館★笠寺福祉会館へようこそ！

南児童館 検索 検索笠寺福祉会館

笠寺福祉会館のこと教えてちょうよ笠寺福祉会館のこと教えてちょうよ
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誰もが安心して暮らすことができる福祉のまちづくりをすすめるた
め、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

●認知症サポーターってなに？？
認知症を理解した認知症の人への「応援者」です。

●サポーターになったら何かやらなくちゃいけないの？
何か特別なことをする必要はありません。ただ、認知症

を正しく理解し、偏見をもたずに、認知症の人や家族を
温かく見守ってください。

●講座で知ったことを生かして何かやってみたい！
認知症の人が困っている様子が見えたら「何かお手伝い
することがありますか」と一声かけてみてください。具体
的な援助はできなくても、理解者であることを示すこと

ができます。また、講座で知った認知症に関する相談
機関などを、困っている人に情報提供してください。

　｢認知症になっても安心して暮らせるまち」をつくる
ために、あなたも認知症サポーターになってみません
か？受講後に、オレンジリングをお渡しします。
　認知症への理解を深めたい方はぜひお越しください｡

卓球やドッジボールで元気に遊んだり、 ゆっくり本を読ん
だりできるよ。 おまつりや遠足、 親子体操など楽しい
イベントがいっぱい☆

賛助会員募集のお知らせ

回
覧

南区社会福祉協議会では、｢賛助会員｣を募集しています｡

認知症サポーター養成講座を開催します!認知症サポーター養成講座を開催します!

認知症サポーター認知症サポーター

できることから始めてみませんか？
　　　　　　誰もが安心して暮らせるまちづくり★

個　人

１口  800円

法人・団体

１口  3,000円

みなみひまわりプラン2（第2次地域福祉活動計画）

事業計画ならびに収支予算
会員施設紹介
平成24年度 南区社会福祉協議会事務局職員のご紹介
はつらつクラブが伝馬で始まりました!!

「募金ができる自動販売機」をご存知ですか？
東日本大震災義援金実績
ボランティアセンター通信　　善意箱
事務局だより

利用対象 0～18歳未満の児童と保護者
開館時間 午前8時45分～午後5時
休 館 日 ◆月曜日（市立小学校の春休み･夏休み･冬休み期間中は日曜日）
 ◆祝日（月曜日が祝日の場合はその翌日も休館）
 ◆年末年始（12/29～1/3）
利 用 料 無料（材料費等は必要）
場　　所 南区東又兵ヱ町3-35-1（日本ガイシホールから西へ250ｍ）
連 絡 先 ☎612-9795

平成24年4月より、南児童館・笠寺福祉会館は、南区社会福祉協議会が指定管理者として管理・運営しています。

利用対象 市内にお住まいの60歳以上の方。
利用手続 お住まいの区の福祉会館で身分証を提示し利用証の交付を受ける
開館時間 午前8時45分～午後5時
休 館 日 日曜日、祝日、年末年始（12/29～1/3）
利 用 料 無料（材料費等は必要）
場　　所 南区白雲町57（笠寺観音から南東へ250ｍ）
連 絡 先 ☎811-1282

趣味の講座を受けたり、囲碁・将棋を楽しんだりできます。
時にはお風呂でさっぱりと。
昔の思い出話に花を咲かせて、脳を活性化する「回想法
センター」もあります。

会費(年額）

Q＆AQ＆A

日　時 6月29日(金）
 午前10時00分～11時30分
会　場 南区在宅サービスセンター　研修室
 (南区役所庁舎５階）
定　員 50名（先着順6月11日から受付開始）
参加費 無料

南区南部いきいき支援センター
TEL:819－5050  FAX:823－2688

申し込み
照会先

フランスベッド株式会社
南区小売商業連絡協議会

お買い物はお近くの南区加盟店で
みんなで「南区力」をUPしましょう！

南区小売商業連絡協議会会員
笠寺観音商店街
柴田商店街
道徳通商店街
東又兵ヱ商店街
エイデン新瑞橋店
エイデン柴田店
ヤマナカ柴田店

イオンモール新瑞橋
アピタ南店
ピアゴ新瑞店
ピアゴ柴田店

あかのれん新瑞橋店
あかのれん内田橋店

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
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

南児童館ってどんなとこ？南児童館ってどんなとこ？

6月号
平成 24年 6月

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。

南児童館★笠寺福祉会館へようこそ！

南児童館 検索 検索笠寺福祉会館

笠寺福祉会館のこと教えてちょうよ笠寺福祉会館のこと教えてちょうよ




