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みんなおつかれさま。貴重な体験になったネ！
これからもボランティアをつづけてほしいまい☆

おもちゃ図書館ぴっころ
小さい子向けのイベントでお手伝いをしたよ

さわやか南うどんサークル
普段は福祉施設などで利用者さ
んとめん打ち体験してるんだって。
やってみたけど結構難しい…

たねの会　
かわいい布のおもちゃで人形劇にチャレンジ！

名古屋みなみ災害
ボﾗﾝﾃｨｱﾈｯﾄﾜｰｸ

みんなで非常用簡
易トイレづくり！

ボランティアセンターよりお知らせ

南区ボランティアセンター（南区社会福祉協議会内）TEL 823-2035

南区社会福祉協議会（担当：夏目・安藤）

南区まちづくり推進室

宝保育園の交流に参加する小酒井さん

南区社協では、世代間交流事業を応援しています！「うちの地域ではこんなことをやっている」
「こんな交流をしてみたい」など、情報・ご相談があればお寄せください！

ちょっとしたことからボランティア もしもの時の「ボランティア活動保険」

　南区内の福祉施設などでは、ご利用者の方との話し相手や
レクレーションの相手、配膳のお手伝いなどのちょっとした
ボランティアさんを募集しています。
この機会にボランティアをはじめてみませんか？

宝保育園での交流に参加して、よかったと思うこと、
うれしかったことはなんですか？
植え付けや収穫を園児が手伝ってくれますが本当にかわいいし楽
しいですね。竹トンボづくり等の伝承遊びや、クリスマス会など
にも参加させてもらっています。近所のスーパーで子ども達から
声かけしてくれることも多いんですよ。交流に参加している仲間
の藤原さん、中井さんも喜んでいます。

同じ地域に住む世代の違う者同士が継続的に交流できることは、
園児にとって豊かな心を育むことになると思ってはじめました。

園児と小酒井さん達が笑顔あふれる楽しい交流をすることで、子ど
も達は自然と地域の方との関わりができているかなと思います。卒
園後も道ですれ違ったらあいさつをする等、交流から生まれたつな
がりが続いているようでうれしいです。園の職員も小酒井さん達を
慕って色々と頼りにしているようです。

園として世代間交流を取り入れたいと思ったきっかけは何ですか？

世代間交流を行ってよかったと思うことは何ですか？

第２次地域福祉活動計画「みなみひまわりプラン２」の目標として、地域のお年寄りと子どもたちの交流の
場をつくる「世代間交流事業」を推進しています。この取り組みを広めることで、地域における世代を越え
た人と人とのつながりをつくることを目指しています。
今回は、世代間交流を盛んに行っている宝保育園での実践をご紹介します！宝保育園では、園庭に畑をつく
り、地域のお年寄りと一緒に農業体験を行うことを通して、子どもたちとの交流を図っています。

　｢傷害保険」と「賠償責任保険」をセットにしたボランティ
ア保険があります。価格は250円～470円（年度単位）です｡
また、ボランティアに関するイベントなどのスタッフや参加者
に対する「ボランティア行事用保険」（１日20名以上１人あた
り30円）もあります。

☆ 余暇活動や生きがいづくりに
☆ 囲碁・将棋・書道などが好きな方
☆ 趣味（踊り・マジックなど）を披露したい など

☆ ボランティア活動中にケガをした
☆ 活動の行き帰りの道中での事故にあった
☆ 第三者に損害を与え、賠償責任を負った場合 など

お問合せ・詳細は
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南区社協では、
世代間交流の取り組みをサポートします！

南区地域女性団体連絡協議会南区地域女性団体連絡協議会
　南区地域女性団体連絡協議会は、現在、南区内６学区の女性会が参加しています。
会員数は現在1,093名、環境バザーの開催や、芸能まつり、区民まつりへの参加等を主な活動
としています。また、南区を含む16区の女性会で構成される「名古屋市地域女性団体連絡協議
会」は終戦直後の昭和２３年に結成された歴史ある団体として、名古屋城宵まつりで踊りを披
露したり、チャリティバザールや研究協議大会などの活動をしています。
　学区女性会の活動はその地域によって様々ですが、学区行事へのお
手伝い、夏祭りでの盆踊り、トワイライトに参加してる小学生への踊り
や昔遊びの指導など、高齢者や子育てなど地域の人と人との絆を深め
「懸け橋」となるよう日々活動しています。
　女性会では、新たに会員となっていただける方を募集しています。条
件は「女性」であること。各学区の女性会会長にご連絡いただくか、下
記までお問合せください。

施設
紹介

会員

▲女性会環境バザーの様子

▲小学生と昔遊び

TEL 823-2035 FAX 823-2688
メール：minamiVC@nagoya-shakyo.or.jp

TEL ８２３－９３２７

注目は今回新設のボランティアグループ体験コース！
色々な活動が体験できちゃうお得なコースだったﾖ

宝保育園　園長　北島先生

夏季ボランティア講座 活動報告夏季ボランティア講座 活動報告
夏休みに中・高生の皆さんがボランティアにチャレンジしました！暑さに負けず、
162名の学生さんが、福祉施設や団体、ボランティアグループで活動しました。

夏季ボランティア講座受入施設・団体・ボランティアグループ（順不同）

おもちゃ図書館ぴっころ
さわやか南うどんサークル
名古屋みなみ
　災害ボランティアネットワーク
たねの会

施設・団体 ボランティアグループ
なごやかハウス三条
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
特別養護老人ホーム
　ゆうあいの里　大同
グループホーム宝南の家
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
老人保健施設シルピス大磯
デイサービスセンターはるかぜ
デイサービス道
ニコニコデイサービス鶴里
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

デイサービス大生
デイサービス宝南
デイサービス友
リサイクルみなみ作業所
ニコニコハウス鶴里
ふれあい共同作業所
ぼーたん
集

とべ工房
活動センターねーぶる
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

ボ
ラ
ン
テ
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